
６月16日（土）・17日（日）に、J-GREEN堺で開催された「スペシャルオリンピックス日本第
３回ユニファイドサッカー大会」Div1で優勝を勝ち取ったSON・長野は、来年３月にアラブ
首長国連邦で開催される「スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ」に王手をかけ、
選考結果を待っていました。そして、9月末、SO日本から内定決定の通知が届きました。
プログラムがスタートしたのは３年前。個々の運動能力は高いけれど、パスすらまともに通
らないチームでした。決して生易しくはない道のりを、コーチ、パートナーと懸命に駆け上
がった３年間でした。1昨年にはDiv2 優勝の快挙を成し遂げたものの、昨年はDiv2	3位と
いう辛酸も味わいました。そして今、さらに上のステージに向け、まさに扉が開かれました。
灼熱の地でサムライ旋風を巻き起こしてくれる
ことを願ってやみません。
みんな、ドラマを、感動を、ありがとう！
本当に本当におめでとう！

スペシャルオリンピックスとは、知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングと
その成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。
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ユニファイドサッカー7人制　世界大会出場決定！特集

３年越しの全国大会 Div1で堂々の初優勝！
そして、夢は世界へとつながった

いざ!アブダビへ!

当日の様子は、公式HP
画像ギャラリーでも
ご覧いただけます。
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「超える歓び」
４年に一度の集大成
日々の練習の成果を力の限り発揮！

2018年第７回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知大会特集

2018年 第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知が、9月22日（土）・23日（日）・
24日（月）の３日間にわたって開催されました。愛知県内の9会場にわかれ、晴天に恵まれた中、13競技
が行われ、アスリートたちは力いっぱい競技に打ち込んでいました。
長野県選手団 36名（団長１名、アスリート23名、パートナー１名、コーチ・追加スタッフ11名）は、５競
技に出場し、金メダル９個、銀メダル９個、銀メダル１個を獲得しました。
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アスリート名 種目 DV 記録 順位
井上友博 100M M05 00:12.65 1位
市川輝海 1500M M05 05:25.50 1位
岩井竜太 100M M12 00:14.46 1位
東城雅 5000M M01 19:57.78 3位
田丸明衣 100M F05 DQ
千葉里香 100M F09 00:21.53 ２位
井上、岩井、
市川、東城

4×100M
リレー M03 00:59.80 1位

アスリート名 種目 DV 記録 順位
杉山聡 50M自由形 M01 00:50.86 2位

一之瀬篤弥 200M自由形 M02 02:57.93 2位
小林貴大 100M自由形 M02 01:40.58 2位
小口麻希 50M平泳ぎ F01 01:05.71 1位
松崎佳雅里 50M自由形 F01 01:29.39 1位
大谷あきほ 25M自由形 F03 00:30.41 2位
小口、小林、
杉山、一之瀬

男子フリー
リレー M03 01:25.83 5位

アスリート名 種目 DIV スコア
（3回合計） 順位

勝俣彰 シングルス M08 387 4位
木下翔太 シングルス M09 409 2位
磯田光司 シングルス M10 424 2位
成沢伊織 シングルス M14 269 5位
大塚悠平 シングルス M16 251 1位
久保田寛 シングルス M19 387 4位
高寺隆浩 シングルス M25 360 2位

アスリート名 種目 DIV 記録 順位

和﨑愛実 シングルス レベル5 F01 0-6
6-0 2位

横谷梨央 シングルス レベル4 F03 0-6
6-7 4位

アスリート名
パートナー名 種目DIV スコア スコア

合計 順位

柳下沙也香
緑川瑞玲 オルタネート 23日 47 89 1位24日 42

アスリート名 種目DIV スコア
23日-24日（計）

スコア
合計 順位

丸山幸雄 個人技能
M02

パター（２ｍ） 9-8（17）

79 1位

パター（８ｍ） 6-6（12）
チップショット 5-6（11）
ピッチショット 9-5（14）
アイアンショット 6-8（14）
ウッドショット 5-6（11）

陸上競技

競泳

ボウリング

テニス

ゴルフ

ＳＯＮ・長野選手団の競技結果
当日の様子は、公式HP画像ギャラリーでもご覧いただけます。
各写真端のQRコードからアクセスして下さい



７月21日（土）、長野市ホワイトリングにて、多数のご来賓の皆様にご臨席賜り、アスリート、ファミリー、ボランティアの
皆さんと一緒に、スペシャルオリンピックス日本・長野の設立20周年記念式典を開催しました。
式典では、20周年の歩みを映像で振り返り、ゲストにお迎えしたオリンピアンの上村愛子さん、箱山愛香さんからは、貴重
なお話と励ましの言葉もいただきました。
スペシャルオリンピックス日本・長野が、地域の人々と才能や技能、そして友情を分かち合う機会を継続的に提供できる国
際的なスポーツ組織として、30周年に向けて新たなスタートを決意する式典となりました。

スペシャルオリンピックス日本・長野  設立20周辺記念式典特集

20年間の思い出と感動を「ありがとう」にこめて

当日の様子は、公式HP
画像ギャラリーでも
ご覧いただけます。



同日開催の20周年式典の午後、一般の方々にSOをより深くご理解いただ
き、また、障がいを持つ方々にはプログラム参加のきっかけづくりとして、
プログラムの体験会を実施しました。当日ご来場いただいた方は関係者、
一般参加者を含め150名を超す方々にご来場いただきました。
６競技のプログラムを体験していただきましたが、ご来場者の中には、非
常に光る資質を見せてくれた子どもたちもたくさんいて、ＳＯＮ・長野の明
るい未来を、少なからず感じることができました。

未来のアスリートたちへ
スペシャルオリンピックスの
意義と役割をアピール

ＳＯスポーツプログラム体験会（ＥＫＳデーユニファイドⓇアクト）特集

陸上競技

サッカー

バスケットボール

ボッチャ

卓球

フライングディスク
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第１回 ユニファイドⓇバスケットボールフェスタ2018特集

ＳＯＮ・長野の８名
全国の競合相手に善戦
５月20日、ＳＯＮ・東京主催のもと、「第1回ユニファイドⓇバスケットボー
ルフェスタ2018」が、東京・代々木の国立オリンピックセンターにて開催さ
れました！
当日は初夏を思わせる暑い１日でしたが、全国から９地区、12チームがイベ
ントに参加。長野のチームもアスリート６名、パートナー２名、コーチ２名
というコンパクトな編成でイベントに参加しました。
イベントと銘打たれてはいるものの、試合は真剣勝負そのものでした。長野
チームも、試合前は「眠い」を連発していましたが（当日早朝に長野発とのこ
とで無理もありません）、いざ本戦が始まると生き生きと目を輝かせ、日頃の
練習の成果を最大限に発揮し、ファインプレーを連発していました。
結果は僅かにメダルには届きませんでしたが、アスリート・パートナーは次
回大会への思いと課題を、しっかりと胸に刻みつけていました。
皆さん、本当にお疲れ様でした。次回に向けてがんばれ！

当日の様子は、公式HP
画像ギャラリーでも
ご覧いただけます。



去る５月20日、軽井沢国際女子テニス大会2018のプログラムの一環として、スペ
シャルオリンピックステニスクリニックが軽井沢にて開催されました。今回はＳＯ
Ｎ・長野とＳＯＮ・群馬のアスリート合同でクリニックが行われ、プロの選手や一流
のコーチから直接指導を受けられる絶好の機会となりました。２時間ほどのプログ
ラムでしたが、プロ選手の的確な指導によって、アスリートたちのレベルアップし
ていく様子が手に取るように分かる、そんな有意義なクリニックとなりました。ま
た、当日は天候にも恵まれ、爽やかな５月の軽井沢の空の下、アスリート全員が笑
顔を絶やさずに、のびのびとプレーに励み、汗を流していました。今回の経験を活
かして、アスリートたちは更なる技
術向上を目標に、日々のプログラム
に励んでいきます。

７月21日、長野市のホワイトリンクであった「ＳＯ設立20周年
記念式典」とスポーツ体験会に参加し、入会させて頂きました。
ＳＯは2005年の冬季世界大会を見て知っていましたが、松本
に居住しているので息子が参加できそうな陸上競技がなく諦め
ていました。
息子は幼少期、自閉傾向が強く多動で指示も通らなかったので
スポーツができるようになるとは思ってもみませんでした。
この４月から養護学校の高等部１年になり、成長と共に落ち着
いて行動ができるようになったので、良い機会だと思いました。
皆と一緒に取り組む姿に今後の余暇活動を含め、可能性を感じ
月に２回程度なら長野市に行く事も可能かなと決断しました。
この夏は将来、障害者の指導を含めたスポーツ指導員を目指し
ている克将の兄も一緒に陸上練習に参加し、お手伝いをしまし
た。ＳＯが力をいれて取り組んでいる「ユニファイドスポーツ」
をもっと普及できれば良いなと思っています。

９月22日から愛知で行われた夏季ナショナルゲームに家族で応
援に行きました。パロマ瑞穂スタジアムは、学生時代に陸上部
で長距離をやっていた私の思い出の場所でもあります。長野の
アスリートの皆さん、そして全国各地から参加している方々の
キラキラした姿に熱いものがこみあげてきました。主人も趣味
でマラソン大会に出ているので、家族全員でフルマラソンをい
つか完走することを目標に、そしてナショナル大会にも出場で
きるように、頑張ろうと思っています。
そして、もうひとつ、スポーツを通して共生社会が少しでも広が
るように長野県の障害者スポーツが発展するために、お役に立
てればと思っています。
今後とも、家族共々よろしくお願い致します。

（寄稿）ファミリー　鈴木英子さん

鈴木克将くん

皆さん、どうぞよろしく

Vol.
5

がんばれアスリート

スペシャルオリンピックステニスクリニックニュース
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皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします。（順不同　敬称略　万が一記載もれがありましたらお許しください）

設立20周年事業寄付金
株式会社八十二銀行

ユニファイドサッカー大会協賛金
富士ゼロックス長野株式会社　　丸美屋食品工業株式会社

助成金
公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会　　　　　　　　　　　　　長野県地域発元気づくり支援金

正会員（2018年5月1日～9月30日実績）
村田健一

賛助会員（2018年5月1日～9月30日実績）
武村結香	 山﨑大輔	 芹澤優一	 中井陽子	 中村佳子	 花見竜哉	 花見公子	 鎌倉勝寿	 田中和斗	 田中功
村澤宗賢	 親愛の里松川	 矢田部洋介	 髙橋君則	 明星学園	 越立圭衣子	 越立恒人	 片平大地	 柳沢圭吾	 伊藤紫一郎
勝俣彰	 勝俣一雄	 竹内好章	 西片亮史	 西片真由美	 鎮西秀成	 田中仁	 澤守道	 原誠	 船澤寿美
瀧沢裕治	 南原苑	 渡辺啓介	 渡辺勉	 勝又俊輔	 勝又和美	 鈴木克将	 鈴木英子	 飯田女子短期大学

募金型自販機 設置ご協力
昭和電工株式会社	 株式会社サーキットデザイン	 株式会社長野地方卸売市場	 株式会社小賀坂スキー製作所
長野都市ガス株式会社	 ドリームモータースクール須坂	 ドリームモータースクール昭和	 富士ゼロックス長野株式会社
ＪＡ信州うえだ本所	 長野クリーンシステム株式会社	 長野大学生活協同組合	 株式会社協和食品
信濃毎日新聞株式会社	 株式会社コシナ	 株式会社サイベックコーポレーション

2019スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ寄付金
国際ソロプチミスト長野ーみすず

サンクスデー寄付金
ファミリー委員会

夏季ナショナルゲーム・愛知寄付金
中村通

2018年度分ご寄付
セイコーエプソン株式会社	 株式会社シーディーホールディングス	 伊那食品工業株式会社	 マルコメ株式会社
JA長野県グループ	 株式会社竹内製作所	 信濃毎日新聞株式会社	 信越放送株式会社
富士ゼロックス長野株式会社	 ホクト株式会社	 長野ダイハツ販売株式会社	 株式会社本久
長野西ロータリークラブ	 TOYBOX	 株式会社システックス

ご寄付・ご協賛・正会員・賛助会員のご報告ニュース

Printed By このニュースレターの印刷は、
富士ゼロックス長野株式会社様にご協力いただいております。

夏から初秋にかけ、SOではイベントが目白押しでした。
今回は夏・秋合併号として8ページ増ページでニュースレターをお届けします。
私たち広報も様々なイベントにお邪魔しましたが、どのイベント・競技会に行っても
皆さんの真剣は表情、そしてあふれんばかりの笑顔に終始、元気をもらってきました。
誌面でその全てをお伝えしきれないのが非常に残念ですが、ホームページにはニュー
スレターに載せきれない写真をたくさん載せています。各記事横にあるQRコード、
ぜひお試しください！

公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長野
〒380-0821	
長野市鶴賀上千歳町1120-17	Alegria８F
TEL.026-225-1550	FAX.026-217-4021		
URL.http://www.son-nagano.com	
E-mail.info@son-nagano.com
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編集後記

株式会社サイベックコーポレーションは塩尻市に本拠地を置く、超精密部
品の金型開発及びプレス加工のメーカーです。
本年８月、募金型自動販売機の設置にご快諾いただき、無事設置が完了し
ました。今回、設置に立ち会って下さった白井専務からも「当社のキーワ
ードの一つが全ての人の『夢』の実現。自動販売機の設置を通じて、ＳＯア
スリートの皆さんに対しても夢の実現のお手伝いができれば」、と温かいメ
ッセージをいただきました。

株式会社サイベックコーポレーション様×ダイドードリンコ株式会社様
募金型自動販売機設置にご協力いただきましたニュース


