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公益社団法人認定のご挨拶
公益社団法人スペシャルオリンピックス日本・長野　理事長　伊澤喜久子

　
　平素よりスペシャルオリンピックスの活動にご理解、ご協力を賜
り、心より御礼申し上げます。スペシャルオリンピックス（SO）
日本・長野は、1994年11月に任意団体として設立し、当地長
野での冬季世界大会の開催を経て、2006年２月NPO法人となり、
活動を続けてまいりました。この度SOの活動の公益性と、長年に
わたる全県での地道な活動が評価され、昨年12月１日、長野県知
事より「公益社団法人」の認可を受け本年１月より新たに「公益社
団法人スペシャルオリンピックス日本・長野」としてスタートを切
りました。これもSOの活動を支えてくださった多くの皆様のお蔭

と深く御礼申し上げます。
　２月には「2016年第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」に、
長野県から57名の選手団が参加し、素晴らしい成績を収めることができました。
　2020年の東京オリンピック・パラリンピックの開催に向け、障がい者スポーツ、健常者と
障がい者がともにチームの一員として戦うユニファイドスポーツ®が脚光を浴びつつあります。
知的障がいのある人たちへのスポーツ活動等を通じた社会参加と自立支援がSOの目標です。
　アスリート・ファミリー・コーチの皆様、SO活動の楽しさを周
囲の皆様に知っていただき、会員を増やして参りましょう。

　なお、NPO法人スペシャルオリンピックス日本・長野は、本年
１月30日の通常総会において、解散と、公益社団法人スペシャル
オリンピックス日本・長野に事業の移行及び残余財産の寄贈を行う
ことを決議いたしましたのでご報告いたします。

　これを機に更なる発展を目指して参りますので、引き続きご支援
のほどよろしくお願いいたします。
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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。

2016年度
役　員　一　覧

理 事 長　伊澤喜久子
副理事長　中村　　通
理　　事　綿貫　隆夫
理　　事　宮下　　智
理　　事　小山　　明
理　　事　山本　杉樹
監　　事　柴田　博康
監　　事　内村　孝英
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アルペンスキー		 	
初級GSL	 	 	
Division	 F03

	 	
Division	 M03	 	

中級GSL	 	 	
Division	 M03	 	

Division	 M04

上級GSL	 	 	
Division	 F01	 	

Division	 M02

スノーボード
スーパーグライド	 	 	
Division	 M01	 	

初級GSL	 	 	
Division	 F01	 	

中級GSL	 	 	
Division	 F01	 	

上級GSL	 	 	
Division	 M01	 	

クロスカントリースキー
1K	レース　フリースタイル	 	 	
Division	 M03	 	

3Kレース　フリースタイル	 	 	
Division	 M04	 	

4×1K	ユニファイドリレー	 	 	
Division	 M01	 	

	 	 	

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
1 宮本　安紀 みやもと　あき 0:36.04

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 田丸　明衣 たまる　めい 0:56.45

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 春原　　翔 すのはら　しょう 1:01.98

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 中村　裕香 なかむら　ゆか 0:32.02

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 花岡　大吾 はなおか　だいご 05:35.00

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
1 井上　友博 いのうえ　ともひろ 11:39.70

順位 名前 決勝タイム
1 井上・花岡・山本・柳沢 19:28.20

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
1 中村　美穂 なかむら　みほ 1:02.51

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 池本　夏綺 いけもと　なつき 1:03.87

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 田中　允人 たなか　まさひと 1:12.73

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
1 石塚　　賢 いしづか　まさる 0:33.25

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
5 土屋　悠士 つちや　ゆうと 0:43.06

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
3 岡村　広生 おかむら　ひろお 0:44.89

　全国31地区組織より、943名の選手団（アスリート614名、コーチ329名）が参加。長野県からは、57名（団
長1名、副団長1名、アスリート37名、コーチ・追加スタッフ18名）が参加しました。

2016年 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

開催期間：2016年2月12日（金）～14日（日）
開 催 地：新潟市（フィギュアスケート・ショートトラックスピードスケート・フロアホッケー）
　　　　　南魚沼市（アルペンスキー・スノーボード・クロスカントリースキー・スノーシューイング）
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スノーシューイング
400M	 	 	
Division	 M01	 	

100M	 	 	
Division	 M03	 	

Division	 M04	 	

Division	 M05	 	

Division	 M09	 	

Division	 M10	 	

Division	 F03	 	

4×100M	リレー	 	 	
Division	 M02	 	

	 	 	

ショートトラックスピードスケート
333M	レース	 	 	
Division	 M02	 	

Division	 F01	 	

	 	 	
フィギュアスケート
LEVEL　I	 	 	
Division	 F02	 	

Division	 F03	 	

LEVEL　II	 	 	
Division	 M01	 	

フロアホッケー	
チーム競技	 	 	
Division	 M01	 	

＊チームNAGANO　メンバー
　沢山	　俊　	山嵜	健太朗　	竹花	幸宏　	沢野	正三　	丸山	善彦
　丸山	智之　	百瀬	月陽　　	大﨑	克哉　	花井	　良　	小島	政寿
　伊東	宏晃　	赤沼	大地　　	丸山	祥太		 	

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
3 宮尾　　旭 みやお　あさひ 01:16.336

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
1 伊藤　楓華 いとう　ふうか 01:13.305

順位 名前 ふりがな 記録
4 和﨑　愛実 わさき　まなみ 5.00

順位 名前 ふりがな 記録
1 横谷　梨央 よこや　りお 1.50

順位 名前 ふりがな 記録
2 大井　大輔 おおい　だいすけ 2.50

順位 名前
3 チームNAGANO

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 荻原　淳一 おぎはら　じゅんいち 01:54.70

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 岩井　竜太 いわい　りゅうた 00:19.20

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
3 内堀　　遼 うちぼり　りょう 00:21.70

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 芝田　　康 しばた　やすし 00:26.00

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
5 鳴澤　嘉彦 なるさわ　よしひこ 00:25.20

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 宮林　　功 みやばやし　いさお 00:38.50

順位 名前 ふりがな 決勝タイム
2 工藤　　恵 くどう　めぐみ 00:32.20

順位 名前 決勝タイム
5 内堀・鳴澤・荻原・岩井 01:38.50
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　春原紀子ヘッドコーチのもと、長野支部で開講します。
　AC長野パルセイロ、アルティスタ東御（キャプテン）で活躍され、日
本体育協会公認スポーツリーダーでもあり、現在、株式会社I.D.D.WORKS
代表取締役である三橋亮太さんが、プログラムのコーチ、パートナーとし
て参加してくださることになりました。ユニファイド®サッカーにも力を
入れていきます。ずっとサッカープログラムの開講を待ち望んでいたア
スリートのみなさん、サッカーが初めてというアスリートのみなさん、ふ
るってご参加ください。

    　 7月からサッカープログラムが
    　はじまります！

 ５月22日（日） 軽井沢国際女子テニス大会交流会・SOクリニック
 ６月18日（土） サッカーコーチクリニック（長野市）
 ７月10日（日） GOA・ボウリングコーチクリニック（佐久市）
 ７月31日（日） チャリティコンサート（軽井沢大賀ホール）
 ８月 ６日（土） 松本ぼんぼん参加
 ８月20-21日（土-日） WGオーストリアコーチミーティング（SO日本主催）
 ８月23日（火） チャリティブース出展（信濃ゴルフ場）
 ９月10-11日（土-日） WG選手団オリエンテーション（SO日本主催）
 ９月11日（日） 軽井沢ふれあい祭りブース出展
 ９月18日（日） GOA・水泳競技コーチクリニック（松本市）
 ９月24日（土） EKSデー
 ９月25日（日） GOA・フロアホッケーコーチクリニック（上田市）
10月 ２日（日） ゴルフ競技会（軽井沢町）
10月８ -10日（土-月） WG合同合宿（南魚沼市）（SO日本主催）
10月16日（日） 軽井沢ユニバーサルスポーツ大会参加
11月 ６日（日） 講演会(ホクト文化ホール)
11月26-27日（土-日） WG競技別合宿（フィギュア、FH、スピードスケート）（SO日本主催）
12月17-18日（土-日） 2016年 第１回 全国ユニファイド®サッカー大会（堺市）（SO日本主催）
12月18日（日） バリアフリーボウリング大会（軽井沢町）

2016年度 今後の予定
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　2016年4月20日現在の実績ですが、万が一記載漏れがありましたらお許しください。

竹村　幸恵 上原　喜美 湯沢かつ代 北沢　裕子 佐々木豊子 宮下　光子 宮沢左知子
河野千加子 尾島　信子 西沢　良子 澤田紀美子

伊澤喜久子 中村　　通 綿貫　隆夫 宮下　　智 小山　　明 山本　杉樹 柴田　博康
内村　孝英 高橋　聖明 若麻績享則 太田かおり 宮下　和彦 諸橋　賢二 吉田由美子
土屋龍一郎 監物　直美 土屋　達夫 若林紀美子 春原　紀子 山田　清美 樋口健太郎
杉本　幸治 宮林　栄一 両角　久美 小出　郁子 植松美千代 畑　信太郎 森泉　　仁
伊藤　成二 中村　晴文 宮尾　和裕 山田　行人 中沢　朝幸 渡邉　　務 宮沢　忠雄
岡沢　弘行 竹村　幸則 宮沢　政男 伊藤紫一郎

村田　健一 古巣　豊志

長野支部
大井　大輔 大井　晴美 大井　一弘 小出　寛子 小出　郁子 春原　　翔 春原　紀子
宮沢　幸博 宮沢　　淳 赤沼　大地 赤沼　伸一 本堂　敬祐 本堂　　敬 山岸　一徳
山岸　義徳 宮林　　功 宮林　裕子 田丸　明衣 田丸　美佳 吉田　空未 吉田由美子
荒牧由美子 山川ゆかり 久保田　寛 久保田澄子 中村　美穂 中村　裕香 中村登美枝
佐藤　和秀 井上　友博 井上　文子 磯田　光司 磯田　史豊 池本　夏綺 池本　昭子
保坂　和紀 保坂　修次 山浦　昭男 山浦　　諒 丸山　祥太 丸山　正祥 宮沢左知子
山口　健司 山口　逸代 髙橋　正幸 髙橋美枝子 和﨑　愛実 和﨑　綾子 田中　允人
小山　海斗 小山　　明 竹内　和茂 竹内三枝子 花岡　大吾 花岡　千生 田村さおり
田村　賢治 山倉奈夫美 金山　幸信 稲本　伶音 稲本　正幸 山浦　昭男 中村　文昭
中村千寿子 横谷　梨央 横谷　徳子 長坂　尚武 長坂　圭子 竹内　忠雄 小木曽優介
丸山　信子 伊藤志保美 伊藤　福代

上田支部
宮下　光子 大日方　剛 大日方賢一 曲尾　徳幸 曲尾　ヤエ 笠原　正人 笠原　恵子
松下　雄也 松下　澄夫 渡辺　文博 渡辺三恵子 甲田　靖典 甲田　康広 甲田　令子
牛山キノエ 木下　翔太 木下　優子 増田ゆかり 小林　隆志 小林千恵子 竹花　和麿
竹花　好子 春原　弘子 春原　歳子 中村みどり 中村　福江 八重澤裕治 八重澤　博
宮坂　和代 中村　文茂 中村のり子 高寺　隆浩 高寺　徹夫 高橋　奈月 高橋　幸枝
小林　健志 小林　寿子 沢山　　俊 沢山　文雄 矢部　　直 矢部　繁晴 竹花　幸宏
赤羽　聡子 北沢　真吾 北沢　　功 泉田　裕香 泉田　裕章 泉田志げ子 中川　　真
山嵜健太朗 山嵜　善行 堀内　拓海 堀内　美枝 関智　　徳 関　　豊春 関　すみれ
芹沢　雄一 芹沢すみ子 水沢　　準 水沢　朝子 渡辺　康子 栁澤　　匠 柳澤　智子
渡邉　　悟 高橋　君則 若林　巧士 佐藤有茄里 沓掛　友哉 望月　慎平 望月千佳子
南波　美幸 山崎　拓真 山崎　文枝 大澤　哲夫 倉島紗弥香 芹沢　優一 武田　彩音

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
株式会社新興製作所 株式会社シーディーホールディングス 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
国際ソロプチミスト佐久 株式会社タヤマスポーツ SOチャリティコンサート実行委員会

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）
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軽井沢支部
石塚　　賢 石塚さつき 内堀　　遼 内堀　幸江 荻原　淳一 荻原　秋代 工藤　　恵
工藤　康子 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 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　喜彦 村田　吉見 荒木　武貴 市村　直樹 上原　達男
遠藤　正幸 行田　伸一 小須田健児 小西　　等 小松　紀男 小松　真紀 中山カヲル
西　　恂子 西澤　秀子 原田　　修 柳下沙也香 柳下久米夫 金杉陽一郎 金杉　恭三

佐久支部
東城　　雅 東城　理子 森泉　花菜 森泉　貞雄 高見澤　良 高見澤雅人 原　　卓哉
原　　光子 井出　浩一 大塚　悠平 大塚　隆史 関　　愛莉 関　　明彦 木村　景二
小宮山知世 小宮山孝江 巴　　将也 古越　健太 古越　芳子 小山さち子 小林　美香
小林　　茂 石川　祥平 石川　　武 成沢　伊織 成沢　一郎 添田麻里子 堀内　萌花
堀内　智美 菊池　義彰 菊池　元美 土屋　俊英 山田　秀光 山田登百子 服部真理子
三木ヒカル 三木　佳国 市川　輝海 市川恵美子 青木　流晟 青木　博章 巴　　芳江
木村　宗勝 佐塚　　遥 土屋　悠士 土屋　俊幸 新海　祐也 新海　弘幸 勝俣　　彰
勝俣　一雄 友野さゆり

松本支部
下條　大介 後藤由香里 神田　　章 赤羽美加恵 松本　英子 大槻久見子 松澤　和絵
小祝　千果 小祝　慶子 矢口　貴久 木下　翔平 松平　裕介 遠藤　想大 青木　謙太
松崎佳雅里 松崎　　誠 上條あけみ 一之瀬篤也 一之瀬由香 増田　貴幸 増田　　正
畑　　遼一 畑　信太郎 下條　孝一 遠藤　暢浩 渡辺　啓介 渡辺　　勉 小松　正和
小松　陽子 大塚　歩夢 大塚　史緒 柴　　良彰 柴　　芳光 伊藤　　平 小林　貴大
小林真利子 西片　亮史 西片真由美 後藤さよ子 金箱　英己

諏訪支部
今井みらい 宮尾　　旭 名取　琥珀 名取　香織 伊藤　楓華 伊藤　成二 大塚　晃平
大塚　恵子 倉田　禎寛 倉田　龍郎 伊藤　　謙 伊藤まゆみ 長﨑　蒼史 長﨑　和美
小口　麻希 今井　和香 坂野　圭祐 坂野　洋子 五味　健弥 五味　和代 小川　大成
小川　美穂

いほく支部
小島　政寿 小島　徳二 米山　　豊 武田　雄高 森本　雄気 森本理恵子 花井　　良
花井　　実 伊東　宏晃 伊東　久子 大﨑　克哉 大﨑也ゑ子 関口さとみ 関口須美子
柴宮　翔太 柴宮　青子 伊東　裕二


