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2015年スペシャルオリンピックス世界大会・ロサンゼルス
WORLD SUMMERGAMES LOSANGELS 2015

2015年7月25日―8月2日
　世界177カ国・地域よりアスリート約7,000人
が参加し、ロサンゼルスで夏季世界大会が開催さ
れました。長野からは、水泳競技、バスケットボー
ルユニファイドチーム、ボウリングユニファイド
ダブルスに4名出場（日本選手団117名）しました。

Vol.26
2014.9.1 発行

色えつぴ
ＮＰＯ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 
Email.info@son-nagano.com

Vol.27
2015.4.1 発行

色えつぴ
ＮＰＯ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 
Email.info@son-nagano.comNews Letter

News Letter

Vol.28
2016.1.10 発行

色えつぴ
ＮＰＯ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 
Email.info@son-nagano.com

Vol.26
2014.9.1 発行

色えつぴ
ＮＰＯ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 
Email.info@son-nagano.com

News Letter

News Letter

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。

池本　夏綺　IKEMOTO  NATSUKI

　２位　水泳競技　50M自由形　Div.2 

　　　　AQ 50M Breaststroke　Division F2

　　　　Score: 00:00:50.27

　　　　2nd Place

　　　　27 July 2015

　２位　水泳競技　4×25Mフリースタイルリレー

　　　　AQ 4×25 Freestyle Relay　Division M1

　　　　Score: 00:01:07.37

　　　　2nd Place

　　　　02 August 2015

　3位　水泳競技　50M自由形

　　　　AQ 50M Freestyle　Division F05

　　　　Score: 00:00:40.99

　　　　3rd Place

　　　　29 July 2015
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大﨑　克哉　OSAKI  KATSUYA
　５位　バスケットボール　ユニファイドチーム
　　　　Basketball | UM.02B | Results
　　　　5th Place
　　　　Nippon US
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久保田　寛　KUBOTA  HIROSHI　　杉山　幹夫　SUGIYAMA  MIKIO　８位　ボウリングユニファイドダブルス　　　　BO Bowling Unified Doubles　　　　Bowling | M3 | Results　　　　8th Place　　　　Nippon US
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2015年第2回スペシャルオリンピックス日本
東海・北信越ブロック夏季ブロック大会 in 愛知 遠征

　東海・北信越ブロック地区組織（石川、長野、愛知、新潟、三重、富山、
静岡、岐阜、福井）9県から約2,100名（アスリート336名、コーチ
128名、大会役員100名、ボランティア770名、競技役員100名、ファ
ミリー・応援団470名）が一堂に集まり、水泳競技、陸上競技、サッ
カー、バスケットボール、バドミントン、ボウリング、テニスの7競
技で熱戦を繰り広げました。
　長野からは104名（団長、副団長、アスリー
ト77名、コーチ・追加スタッフ26名）が参
加しました。

日時　2015年10月31日（土）－11月１日（日）
会場　刈谷市総合運動公園／名古屋市障害者スポーツセンター／
　　　フォレスタヒルズテニスコート／スポルト名古屋
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第59回茅野市総合体育大会水泳競技大会　兼
第3回スペシャルオリンピックス日本・長野水泳競技大会

EKS（Eunice Kennedy Shriver）デー

チャリティーコンサートお礼
　11月に開催したスペシャルオリンピックス日本・
東京／長野／京都支援のためのチャリティーコン
サート「響きあう晩秋の音物語」には、３会場あわ
せて2,000名余りの皆さまにご来場いただきました。
　このチャリティー収益は、３地区組織のそれぞれ
の活動資金として大切に活用させていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

2015年８月23日（日）
　茅野市の伝統ある水泳競技大会
にSOのアスリートが参加するよう
になって３回目。アスリート19名、
コーチ７名が参加しました。

2015年9月26日（土）
　スペシャルオリンピックスの
生みの親、ユニス・ケネディ・
シュライバー氏を偲んで設立
されたEKSデー。パルセイロレ
ディースの試合会場でアスリー
トがフラッグを持ってグランド
を一周。スペシャルオリンピッ
クスのユニファイドスポーツを
PRしました。
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　色えんぴつ27号後、2015年12月末現在の実績ですが、万が一記載漏れがありましたらお許しください。

セイコーエプソン株式会社 富士ゼロックス株式会社 JA長野県グループ 長野大学後援会
ホクト株式会社 信濃毎日新聞社 丸美屋食品工業株式会社 株式会社サーキットデザイン
株式会社ティアマリア 国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト長野ーみすず 国際ソロプチミスト上田
佐久ライオンズクラブ 国際ソロプチミスト佐久 国際ソロプチミスト千曲 国際ソロプチミスト東京ー東
コトヒラ工業株式会社 善光寺淵之坊 一般社団法人茶道裏千家淡交会長野支部 有限会社甲信代理店
酒処あらき ミュージックカウンセリングオフィスリラボイス おしゃべり喫茶黎
佐納美和子 諸橋　賢二 黒柳美和子 中沢　隆子 米倉　美香 斎藤　洋子 福士美奈子 市川由紀子
小坂まり子 菅生　喜美 西澤　秀子 佐々木英子 橋本司津子 丸山　信子 谷口　憲子 市川　孝子
小林　紀子 加藤　敏江 水科　利恵 青木　弘美 土信田由利子 矢木千恵子 松井　幸子 宮澤美彌子
丸田由香里 大橋みち江 野村　桂子 田幸　久子 竹内　菊江 若林由美子 酒井美智子 大村　智恵
伊比不二江 笠間　和子 納冨　眞弓 宮澤　昌子 小山みちよ 永島利枝子 山崎　桂子 長岡　敏子
高島　陽子 久保田澄子 伊澤喜久子 太田かおり 山田　行人

若林紀美子 山田　行人

長 野 支 部 荒牧由美子 伊藤志保美 伊藤　福代 市川恵美子
上 田 支 部 望月　慎平 望月千佳子
軽井沢支部 柳下紗也香 柳下久米夫 井出　光男 春日　俊彦
佐 久 支 部 新海　祐也 相馬　　強 勝俣　　彰 勝俣　一雄 中村　有寿 中村　元計 佐塚　　遥
松 本 支 部 金箱　英己 一之瀬篤也 一之瀬由香 渡辺　啓介 木下　翔平 木下 上條あけみ

川上　都子 百瀬　月陽 百瀬　　綾
諏 訪 支 部 小川　大成 小川　美穂 小口　麻希 小口　則夫 五味　健弥 五味　和代
いほく支部 武田　雄高
いいだ支部 山倉奈夫美 明星学園

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします

  寄付・協賛・協力企業、団体、個人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（敬称略・順不同）

  賛助会員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

  社　　員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

○2016年度通常総会
　2016年1月30日（土）　　長野市生涯学習センター

○第6回スペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲーム新潟
　2016年2月12日（金）－14日(日)

今後の予定


