
2018年12⽉2⽇（⽇）、ホテルメトロポリタン⻑野で、「サンクスデー」を開
催しました。サンクスデーは、アスリート、ファミリーが、⽇頃お世話にな
っているボランティアの⽅々はじめスポンサーの皆様に感謝をする⽇です。
今年は、200名の参加者の中、⾷事をしながらの歓談、アスリート・パート
ナーからの余興に加え、アブダビ⼤会に出場が決まった、サッカープログラ
ムメンバーの報告もあり、と⼤変盛り上がりました。

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。

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。）

助成金
公益財団法人⻑野県障がい者スポーツ協会

2019スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ指定寄付金
アート金属工業株式会社　　　　　　　　　　　国際ソロプチミスト⻑野ーみすず

ダイドードリンコ株式会社募金型自販機  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	 株式会社⻑野地⽅卸売市場	 株式会社小賀坂スキー製作所
⻑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	 富士ゼロックス⻑野株式会社
ＪＡ信州うえだ本所	 ⻑野クリーンシステム株式会社	 ⻑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	 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社

正会員（2018年10月1日～2019年1月31日実績）
髙橋聖明	 若麻績享則	 伊澤喜久子	 中村通	 綿貫隆夫	 半田直道	 山口佳子	 髙坂亀美雄
宮澤政男	 柴田博康	 宮下智	 太田かおり	 諸橋賢二	 春原紀子	 監物直美	 小林邦一
赤沼伸一	 小山明	 伊藤成二	 樋口健太郎	 中沢朝幸	 山田清美	 山田行人	 宮下和彦
吉田由美子	 岡澤弘行	 原拓男	 山本杉樹	 土屋達夫	 森泉仁	 宮林栄一	 若林紀美子
土屋龍一郎	

賛助会員（2018年10月1日～2019年1月31日実績）
井上敬之	 井上友博	 井上文子	 曲尾徳幸	 曲尾ヤエ	 矢口貴久	 春原純一	 田村さおり	 森泉花菜	 森泉貞雄
春原翔	 春原紀子	 髙橋佳汰	 春原歳子	 住澤祐樹	 小山聡	 柳下沙也香	 柳下久米夫	 ⻑坂尚武	 ⻑坂圭子
本堂敬佑	 本堂敬	 中村尚子	 中村沙季	 ⼤塚歩夢	 ⼤塚史緒	 ⼤⽇⽅剛	 ⼤⽇⽅由美子	 越立恒人	 高寺隆浩
高寺徹夫	 山口逸代	 矢部直	 矢部繁晴	 金山幸信	 赤沼⼤地	 赤沼由紀子	 山本富	 山本由香里	 丸山信子
中村文茂	 中村のり子	 宮澤幸博	 宮澤淳	 宮澤やよい	 鈴鹿清仁	 鈴鹿蛍斗	 中川真	 ⼤井⼤輔	 ⼤井晴美
山崎拓真	 山崎文枝	 金杉陽一郎	 金杉貞子	 松崎佳雅里	 松崎誠	 山川ゆかり	 石山裕太	 石山ゆかり	 川村侑己
川村享⼤	 木下翔太	 木下優子	 後藤由香里	 百瀬拓海	 百瀬雄一	 小林美香	 小林茂	 倉田禎寛	 倉田信子
増田貴幸	 増田由美子	 田中樂	 関愛莉	 関明彦	 山﨑⼤輔	 武居寛己	 武居秀美	 下條⼤介	 湯本真由美
⼤塚悠平	 ⼤塚隆史	 小林隆志	 小林千恵子	 ⽇達琴音	 ⽇達登紀子	 沢山俊	 沢山千恵子	 木村景二	 甲田靖典
甲田令子	 神津昌史	 神津和子	 武田雄高	 松平裕介	 松平賢司	 小口麻希	 小口文子	 松下達也	 松下澄夫
三木ヒカル	 三木佳国	 服部真理子	 神田章	 竹花和麿	 竹花好子	 八重澤裕治	 八重澤博	 中村みどり	 中村福江
小島政寿	 小島徳二	 久保田寛	 久保田澄子	 小山海斗	 小山香	 保坂修次	 勝又俊輔	 勝又和美	 武田彩音
小林健志	 小林寿子	 髙橋奈⽉	 髙橋秀之	 巴将也	 巴芳江	 青島清子	 柳本健二	 田中和斗	 田中しのぶ
鈴木克将	 鈴木英子	 小出寛子	 小出郁子	 和﨑愛実	 和﨑綾子	 古越健太	 古越芳子	 伊藤楓華	 伊藤成二
横谷梨央	 横谷徳子	 東城理子	 東城雅	 池本夏綺	 池本昭子	 ⼤澤哲夫	 山嵜健太朗	 山嵜恵子	 畑遼一
畑信太郎	 畑美咲子	 ⼤谷あきほ	 ⼤谷美保	 伊藤平	 伊藤紫一郎	 成沢伊織	 成沢一郎	 北沢真吾	 北沢美智江
⼤﨑克哉	 ⼤﨑やゑ子	 栁澤匠	 栁澤智子	 山岸一徳	 山岸義徳	 堀内拓海	 堀内美枝	 沓掛友哉	 柴良彰
柴芳光	 稲本伶音	 稲本正幸	 増田ゆかり	 峯村勇次	 峯村和也	 井出浩一	 下川遼馬	 下川紀代	 高見澤良
高見澤雅人	 小宮山知世	 土屋俊英	 赤羽聡子	 市川輝海	 市川恵美子	 森本雄気	 森本理恵子	 丸山祥太	 丸山由美子
竹内和茂	 竹内三枝子	 市川享	 荒牧由美子	 小山さち子	 高木健太	 中村文昭	 中村晴文	 髙橋君則	 竹花幸宏
宮下光子	 渡辺文博	 渡辺三恵子	 水沢準	 水沢朝子	 吉田空未	 吉田由美子	 荒木武貴	 上原達男	 遠藤正幸
行田伸一	 小須田健児	 小西等	 小松紀男	 西恂子	 西澤秀子	 原田修	 山田秀光	 石塚賢	 石塚さつき
内堀遼	 内堀道雄	 荻原淳一	 荻原秋代	 工藤恵	 工藤恵子	 佐藤裕介	 佐藤かづみ	 芝田康	 芝田竹男
中田裕美	 中田たか子	 宮本安紀	 宮本久美子	 千葉里香	 千葉幸子	 井出光男	 岩井竜太	 岡村広生	 春⽇俊彦
加藤すみ子	 小林利郎	 沢野正三	 志村今朝文	 谷川みち子	 鳴沢嘉彦	 羽柴富久美	 平林和一	 丸山智之	 丸山幸雄
丸山善彦	 村田吉見	 村木功	 下島敏美	 土屋悠士	 土屋俊幸	 一之瀬篤弥	 一之瀬由香	 矢田部洋介	 添田麻里子
岩滝ちえみ	 岩滝美幸	 花岡⼤吾	 花岡千生	 中村美穂	 中村裕香	 中村登美枝	 宮林功	 宮林裕子	 磯田光司
磯田明子	 小須田秀眞	 山崎恵子	 吉澤常嘉	 清水竜也	 小山光	 芹澤優一	 杉山美紀	 ⼤槻久見子	 松澤和絵
松本英子	 赤羽美加恵	 田中雄樹	 田中美和子	 尾島信子	 小林貴⼤

ご寄付（2018年1月1日～2019年1月31日）
セイコーエプソン株式会社	 ＪＡ⻑野県グループ	 伊那⾷品工業株式会社	 マルコメ株式会社
株式会社シーディーホールディングス	 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
富士ゼロックス⻑野株式会社	 ホクト株式会社	 ⻑野ダイハツ販売株式会社	 株式会社本久
株式会社みすずコーポレーション	 松本土建株式会社	 不二越機械工業株式会社	 アート金属工業株式会社
⻑野西ロータリークラブ	 ＴＯＹＢＯＸ	 株式会社システックス	 国際ソロプチミスト⻑野
国際ソロプチミスト佐久
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スペシャルオリンピックス日本・長野 サンクスデー開催特集
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WINTERご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告 (2019年1月31日実績）ニュース

いつもありがとう
心をこめて感謝の
思いを伝えました

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

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。



長野・愛知・福井・群馬・山梨の５県が結集。
日頃鍛えた、力と技、そしてスピードの競演

1月19～20日　アルペンスキー・スノーボード競技会が開催されました特集
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山本 富
とむ

さん

仲間と共に、
力一杯グラウンドを駆け回る歓び
小学校卒業と同時にそれまで所属していたチームも卒業
となり、⼤好きなサッカーが思い切りできない⽇々が続
いていた時でした。
毎⽇一人で壁に向かってボールを蹴っていた富に、当時
の担任の先生がＳＯのサッカープログラムのことを教え
て下さいました。その⽇のうちに体験をさせていただき
たいと電話をし、富と娘たちとでとても舞い上がったこ
とを思い出します。
その後体験までの間、ＳＯについて色々と調べていくう
ちに何だか急に不安に…。「とても強いチームらしい」。
サッカーができるという思いだけで、突っ走ってしまっ
たけれど、ついていけるのか。富が初対面の人と関わる
ことが上手でないこともコロッと忘れていた。それに私
の人見知り…。
と、不安要素が次々と頭を掠めていきました。「やはりや
めておこうか」とも思いました。しかし体験当⽇、皆さん
が温かく、とても自然に迎え入れてくださり、そんな不
安は全く無駄なものとなりました。
先回りしてしまう私のネガティブな思いが、この先の富
の可能性を危うく潰してしまうところでした。
富にとって新しい居場所ができた事、人の中に入ってい
く勇気を持てるようになった事、仲間ができた事、⽇々
がサッカーで満ち溢れていて富が幸せそうな事。ＳＯに
参加して本当によかったと思うことがたくさんあります。
あの時いつになく突っ走って体験申込をしてよかったと
思います。
まだ⼤会には参加したことのない富ですが、いつか皆さ
んと一緒に広いグラウンドを走り回る姿を夢見て、また、
今年は⼤きな⼤会に参加される皆さんのあとに続くこと
ができるように、益々頑張って欲しいと思います。
これからも宜しくお願い致します。

（寄稿）ファミリー　山本由香里さん
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がんばれアスリート

いいづなリゾートスキー場において、アルペンスキー・スノーボード競技会を２⽇
間にわたり開催しました。
２⽇⽬の決勝は生憎、天候に恵まれませんでしたが、アスリートたちは雪の中でも
果敢にポールに向かっていきました。
今回⼤会は、SON・長野の他、SON・愛知、SON・福井、SON・群馬、SON・山梨
からもご参加いただき、総勢90名（アスリート45名、コーチ・追加スタッフ30名、
役員15名）が、⽇頃の練習の成果を発揮しました。

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。

アルペンスキー
競技結果

スノーボード
競技結果

上級GSL  女子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 12 F1 長野 田丸　明衣 01分08秒.25 01分03秒.25
2 11 F1 愛知 服部由香里 01分31秒.05 01分37秒.07

中級GSL  男子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 48 M1 群馬 近藤　瑞記 01分00秒.39 00分57秒.05
2 47 M1 長野 土屋　悠士 01分05秒.02 01分00秒.16
3 44 M1 長野 赤沼　⼤地 01分08秒.90 01分04秒.92
1 46 M2 長野 岡村　広生 01分10秒.07 01分04秒.30
2 41 M2 愛知 浅野秀亜希 01分12秒.69 01分07秒.96
3 43 M2 長野 本堂　敬佑 01分16秒.34 01分16秒.42
1 45 M3 長野 荻原　淳一 01分27秒.42 01分29秒.47
2 42 M3 愛知 田中　友章 01分26秒.73 01分31秒.90

初級GSL  女子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 61 F1 長野 宮本　安紀 00分42秒.57 00分49秒.12

上級GSL  男子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 2 M1 長野 稲本　伶音 01分08秒.33 01分04秒.61
2 1 M1 長野 田中　允人 01分26秒.21 01分22秒.15

中級GSL  混合

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 4 C1 長野 中村　美穂 01分14秒.78 01分11秒.92
2 3 C1 長野 池本　夏綺 01分22秒.79 01分17秒.31
3 5 C1 長野 保坂　和紀 01分48秒.68 01分48秒.96

初級GSL  男子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 66 M1 長野 望⽉　慎平 00分25秒.04 00分25秒.07
2 69 M1 長野 小須田秀眞 00分34秒.38 00分32秒.56
3 65 M1 長野 小木曽太一 00分38秒.72 00分39秒.58
4 74 M1 群馬 ⼤久保憲人 00分34秒.44 00分40秒.02
1 75 M2 群馬 宮下　健吾 00分41秒.58 00分34秒.82
2 64 M2 愛知 深谷　　真 00分44秒.10 00分38秒.05
3 67 M2 長野 丸山　智之 00分42秒.40 00分42秒.90
4 68 M2 長野 東城　　雅 00分42秒.45 00分44秒.63
1 72 M3 山梨 尾嶋　慶太 01分05秒.69 00分54秒.96
2 71 M3 山梨 内藤　貴⼤ 01分21秒.78 00分55秒.71
3 70 M3 長野 青島　　咲 01分00秒.05 01分03秒.54
4 63 M3 愛知 小尾　明稔 01分16秒.28 01分17秒.35
5 73 M3 群馬 高橋　拓人 00分57秒.95 01分50秒.05

上級GSL  男子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 17 M1 山梨 小川　秋人 01分04秒.37 01分01秒.05
2 16 M1 長野 春原　　翔 01分11秒.11 01分04秒.94
3 13 M1 愛知 高橋　祐哉 01分12秒.92 01分10秒.59
4 15 M1 愛知 山下　洵一 01分18秒.14 01分11秒.92

中級GSL  女子

順位 ゼッ
ケン DV 地区 名前 タイム

予選 決勝
1 34 F1 長野 中田　裕美 01分12秒.91 01分07秒.94
2 35 F1 長野 柳下沙也加 01分11秒.09 01分09秒.35
3 36 F1 長野 関　　愛莉 01分08秒.36 01分10秒.81
4 32 F1 愛知 岡元　彩子 01分15秒.74 01分14秒.73
1 38 F2 福井 小林　倫子 01分21秒.05 01分13秒.85
2 37 F2 長野 森泉　花菜 01分21秒.01 01分16秒.58
3 31 F2 愛知 ⼤原　鈴菜 01分45秒.84 01分27秒.61

参加賞 33 F2 愛知 佐藤　麻美 01分26秒.17 DQ

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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競技結果

写真右が富さん。
仲間の慎平君といっしょに
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⻑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	 富士ゼロックス⻑野株式会社
ＪＡ信州うえだ本所	 ⻑野クリーンシステム株式会社	 ⻑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	 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社

正会員（2018年10月1日～2019年1月31日実績）
髙橋聖明	 若麻績享則	 伊澤喜久子	 中村通	 綿貫隆夫	 半田直道	 山口佳子	 髙坂亀美雄
宮澤政男	 柴田博康	 宮下智	 太田かおり	 諸橋賢二	 春原紀子	 監物直美	 小林邦一
赤沼伸一	 小山明	 伊藤成二	 樋口健太郎	 中沢朝幸	 山田清美	 山田行人	 宮下和彦
吉田由美子	 岡澤弘行	 原拓男	 山本杉樹	 土屋達夫	 森泉仁	 宮林栄一	 若林紀美子
土屋龍一郎	

賛助会員（2018年10月1日～2019年1月31日実績）
井上敬之	 井上友博	 井上文子	 曲尾徳幸	 曲尾ヤエ	 矢口貴久	 春原純一	 田村さおり	 森泉花菜	 森泉貞雄
春原翔	 春原紀子	 髙橋佳汰	 春原歳子	 住澤祐樹	 小山聡	 柳下沙也香	 柳下久米夫	 ⻑坂尚武	 ⻑坂圭子
本堂敬佑	 本堂敬	 中村尚子	 中村沙季	 ⼤塚歩夢	 ⼤塚史緒	 ⼤⽇⽅剛	 ⼤⽇⽅由美子	 越立恒人	 高寺隆浩
高寺徹夫	 山口逸代	 矢部直	 矢部繁晴	 金山幸信	 赤沼⼤地	 赤沼由紀子	 山本富	 山本由香里	 丸山信子
中村文茂	 中村のり子	 宮澤幸博	 宮澤淳	 宮澤やよい	 鈴鹿清仁	 鈴鹿蛍斗	 中川真	 ⼤井⼤輔	 ⼤井晴美
山崎拓真	 山崎文枝	 金杉陽一郎	 金杉貞子	 松崎佳雅里	 松崎誠	 山川ゆかり	 石山裕太	 石山ゆかり	 川村侑己
川村享⼤	 木下翔太	 木下優子	 後藤由香里	 百瀬拓海	 百瀬雄一	 小林美香	 小林茂	 倉田禎寛	 倉田信子
増田貴幸	 増田由美子	 田中樂	 関愛莉	 関明彦	 山﨑⼤輔	 武居寛己	 武居秀美	 下條⼤介	 湯本真由美
⼤塚悠平	 ⼤塚隆史	 小林隆志	 小林千恵子	 ⽇達琴音	 ⽇達登紀子	 沢山俊	 沢山千恵子	 木村景二	 甲田靖典
甲田令子	 神津昌史	 神津和子	 武田雄高	 松平裕介	 松平賢司	 小口麻希	 小口文子	 松下達也	 松下澄夫
三木ヒカル	 三木佳国	 服部真理子	 神田章	 竹花和麿	 竹花好子	 八重澤裕治	 八重澤博	 中村みどり	 中村福江
小島政寿	 小島徳二	 久保田寛	 久保田澄子	 小山海斗	 小山香	 保坂修次	 勝又俊輔	 勝又和美	 武田彩音
小林健志	 小林寿子	 髙橋奈⽉	 髙橋秀之	 巴将也	 巴芳江	 青島清子	 柳本健二	 田中和斗	 田中しのぶ
鈴木克将	 鈴木英子	 小出寛子	 小出郁子	 和﨑愛実	 和﨑綾子	 古越健太	 古越芳子	 伊藤楓華	 伊藤成二
横谷梨央	 横谷徳子	 東城理子	 東城雅	 池本夏綺	 池本昭子	 ⼤澤哲夫	 山嵜健太朗	 山嵜恵子	 畑遼一
畑信太郎	 畑美咲子	 ⼤谷あきほ	 ⼤谷美保	 伊藤平	 伊藤紫一郎	 成沢伊織	 成沢一郎	 北沢真吾	 北沢美智江
⼤﨑克哉	 ⼤﨑やゑ子	 栁澤匠	 栁澤智子	 山岸一徳	 山岸義徳	 堀内拓海	 堀内美枝	 沓掛友哉	 柴良彰
柴芳光	 稲本伶音	 稲本正幸	 増田ゆかり	 峯村勇次	 峯村和也	 井出浩一	 下川遼馬	 下川紀代	 高見澤良
高見澤雅人	 小宮山知世	 土屋俊英	 赤羽聡子	 市川輝海	 市川恵美子	 森本雄気	 森本理恵子	 丸山祥太	 丸山由美子
竹内和茂	 竹内三枝子	 市川享	 荒牧由美子	 小山さち子	 高木健太	 中村文昭	 中村晴文	 髙橋君則	 竹花幸宏
宮下光子	 渡辺文博	 渡辺三恵子	 水沢準	 水沢朝子	 吉田空未	 吉田由美子	 荒木武貴	 上原達男	 遠藤正幸
行田伸一	 小須田健児	 小西等	 小松紀男	 西恂子	 西澤秀子	 原田修	 山田秀光	 石塚賢	 石塚さつき
内堀遼	 内堀道雄	 荻原淳一	 荻原秋代	 工藤恵	 工藤恵子	 佐藤裕介	 佐藤かづみ	 芝田康	 芝田竹男
中田裕美	 中田たか子	 宮本安紀	 宮本久美子	 千葉里香	 千葉幸子	 井出光男	 岩井竜太	 岡村広生	 春⽇俊彦
加藤すみ子	 小林利郎	 沢野正三	 志村今朝文	 谷川みち子	 鳴沢嘉彦	 羽柴富久美	 平林和一	 丸山智之	 丸山幸雄
丸山善彦	 村田吉見	 村木功	 下島敏美	 土屋悠士	 土屋俊幸	 一之瀬篤弥	 一之瀬由香	 矢田部洋介	 添田麻里子
岩滝ちえみ	 岩滝美幸	 花岡⼤吾	 花岡千生	 中村美穂	 中村裕香	 中村登美枝	 宮林功	 宮林裕子	 磯田光司
磯田明子	 小須田秀眞	 山崎恵子	 吉澤常嘉	 清水竜也	 小山光	 芹澤優一	 杉山美紀	 ⼤槻久見子	 松澤和絵
松本英子	 赤羽美加恵	 田中雄樹	 田中美和子	 尾島信子	 小林貴⼤

ご寄付（2018年1月1日～2019年1月31日）
セイコーエプソン株式会社	 ＪＡ⻑野県グループ	 伊那⾷品工業株式会社	 マルコメ株式会社
株式会社シーディーホールディングス	 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
富士ゼロックス⻑野株式会社	 ホクト株式会社	 ⻑野ダイハツ販売株式会社	 株式会社本久
株式会社みすずコーポレーション	 松本土建株式会社	 不二越機械工業株式会社	 アート金属工業株式会社
⻑野西ロータリークラブ	 ＴＯＹＢＯＸ	 株式会社システックス	 国際ソロプチミスト⻑野
国際ソロプチミスト佐久
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WINTERご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告 (2019年1月31日実績）ニュース

いつもありがとう
心をこめて感謝の
思いを伝えました

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

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。


