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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。）
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SUMMERご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告ニュース

　2022年6月5日（日）、公益社団法人日本ボウリング場協会主催の表題競技大
会が、長野市のヤングファラオで開かれ、東海・北信越ブロック５県（静岡・新潟・
三重・岐阜・長野）から集まったアスリートが熱戦を繰り広げました。
　主催団体会長の中里則彦氏が SO日本の顧問を長らく務めていたご縁で、ス
ペシャルオリンピックスの部が設けられ、第53回からスペシャルオリンピック
スのアスリートが参加しています。
　今回は、SOのルールでなく３ゲームの合計点で順位を争い、上位５名には賞
状が授与され、全員に、敢闘賞として、主催者側が用意したメダルを首からかけ
てもらいました。

昭和電工株式会社 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 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン長野支社 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 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社 ヤングファラオ
マリモ電子工業株式会社

ダイドードリンコ株式会社募金型自販機  設置ご協力

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

助　成　金

正 会 員（2022年1月1日～5月31日実績）

賛助会員（2022年1月1日～5月31日実績）

ご寄付（2021年5月1日～2022年5月31日）

セイコーエプソン株式会社 ＪＡ長野県グループ アート金属工業株式会社 伊那食品工業株式会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン長野支社 ライオンズクラブ国際協会 334-E地区 長野ダイハツ販売株式会社 丸美屋食品工業株式会社
マルコメ株式会社 株式会社みすずコーポレーション 株式会社本久 信濃毎日新聞社
国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト佐久

「第54回BPAJ全国ボウリング競技大会参加報告特集

東海・北信越
ブロックの

アスリートが
敢闘!

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。

神津昌史 青島咲 青島清子 増田貴幸 増田正 増田由美子 東城雅 東城理子 日達琴音 日達登紀子 保坂和紀 保坂修次
山本富 山本由香里 髙橋正幸 髙橋美枝子 宮沢忠男 井口晃聖 井口和美 竹花和麿 竹花好子 越立圭衣子 越立恒人 田村明夫
川村侑己 川村明美 丸山祥太 丸山正祥 磯田光司 磯田史豊 前川真史 前川真紀 鈴鹿蛍斗 鈴鹿清仁 伊藤平 大塚悠平
大塚隆史 鈴木克将 鈴木雅也 鈴木英子 稲本怜音 稲本正幸 関愛莉 関明彦 武居寛己 武居秀美 高寺隆浩 高寺徹夫
柳沢竜ノ介 曲尾徳幸 曲尾ヤエ 野本陽生 野本晃太 高橋奈月 高橋秀之 柳本健二 吉田空未 吉田由美子 島田結音 大日方剛
大日方由美子 田村さおり 田村賢治 大澤哲夫 大井大輔 大井晴美 森泉花菜 森泉貞雄 百瀬十六音 百瀬美由紀 小須田秀眞 小須田勝夫
西森悠人 西森一哉 金杉陽一郎 金杉貞子 中村尚子 中村沙季 木下翔太 木下優子 沢山俊 沢山文雄 山口健司 山口逸代
春原翔 小林貴大 小林真利子 小山さち子 赤沼大地 赤沼由紀子 山崎拓真 山崎文枝 遠藤丈夫 成澤伊織 成澤一郎 伊藤拓哉
石山裕太 石山ゆかり 中村優里 古越健太 古越芳子 木村景二 木村宗勝 宮下光子 久保田寛 久保田澄子 下條大介 下條孝一
諏訪正好 矢部直 矢部繁晴 武田彩音 土屋輝記 土屋みどり 春原純一 春原千沙子 荒牧由美子 中村文茂 中村のり子 添田麻里子
高見澤良 高見澤雅人 小島正寿 小島徳二 宇野優浩 宇野浩輝 長坂尚武 長坂圭子 大﨑克哉 大﨑やゑ子 土屋悠士 土屋俊幸
丸山太一 丸山明美 渡辺大 渡辺直美 矢口貴久 白子蒼 白子経明 山岸一徳 山岸義徳 中村美穂 中村裕香 中村登美枝
柴良彰 柴美香 武田雄高 矢田部洋介 矢田部さえ子 渡辺文博 渡辺三恵子 井上敬之 峯村勇次 峯村和也 小出寛子 小出郁子
小山海斗 小山香 小林健志 小林寿子 山田勇佑 山田深雪 倉田禎寛 倉田信子 井上友博 井上文子 柳下沙也香 柳下久米夫
田中允人 佐藤和秀 高橋佳汰 高橋朋也 山﨑大輔 大谷あきほ 大谷美保 芹澤優一 小林美香 小林茂 堀内拓海 堀内美枝
下條大作 下條美好 小林楓馬 小林太一 栁澤匠 栁澤智子 松崎佳雅里 松崎誠 北沢真吾 北沢美智江 中沢朝幸 安田ゆず葉
本堂敬佑 本堂敬 赤羽聡子 小林隆志 小林千恵子 三木ヒカル 三木佳圀 井出浩一 巴将也 巴芳江 鈴木健司 古平陸
古平由美子 増田ゆかり 水沢準 水沢朝子 岩滝ちえみ 小宮山知世 小宮山孝江 加藤望枝 加藤望杏 加藤裕子 田丸明衣 田丸美佳
寺島丈貴 寺島文子 小山光 宮林功 宮林裕子 竹花幸宏 竹花節子 山川ゆかり 百瀬拓海 百瀬雄一 田中和斗 田中しのぶ
一之瀬篤弥 一之瀬由香 荻野祐美 荻野孝平 宮澤左知子 青山諒尊 青山敏子 田中雄樹 田中美和子 畑口和 関智徳 関豊春
松下雄也 松下澄夫 花見竜哉 花見公子 小松正和 小松陽子 黒岩大和 黒岩有加 杉山聡 杉山美紀 望月慎平 望月大輔
望月秀明 望月千佳子 伊東宏晃 伊東久子 市川輝海 市川恵美子 花岡大吾 花岡千生 脇坂隆志 脇坂奈美子 馬場康平 馬場賢哉
宮澤幸博 宮澤順 宮澤やよい 池本夏綺 池本昭子 横谷梨央 横谷徳子 高木駿 金箱英己 金箱礼子 畑遼一 畑信太郎
田中健太郎 田中康子 花井良 花井祐子 百瀬月陽 吉江仁 吉江雅子 渡邉務 橋場祐輝 石塚賢 石塚さつき 荒木武貴
内堀遼 内堀幸江 荻原淳一 荻原秋代 工藤恵 工藤茂利 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 高橋吾聞 高橋律子 木島沙帆 木島海斗 木島幸子 竹村佳小里 竹村千賀子 井出光男 岩井竜太 岡村広生
加藤すみ子 小林利郎 澤野正三 志村今朝文 谷川みち子 羽柴富久美 平林和一 丸山智之 丸山幸男 丸山善彦 村田吉見 村木功
佐藤裕介 下島敏美 遠藤正幸 行田伸一 由井寿機 小西等 西澤秀子 原田修 山田秀光 吉川大亮 宇井瑠香 本島和美
鈴木健司 内堀道雄 木島正登 土屋和平 土屋恵梨 高橋永耕 齊藤豪 齊藤香織 尾島信子 中村文昭 中村晴文 太田伶
南波美幸 伊藤文哉 大木恵 江原素子 荒木真志 山田彩花 山田清敏 村沢克彦 沼野瑛太 沼野圭良

若麻績享則 髙橋聖明 伊澤喜久子 中村通 宮下智 半田直道 土屋龍一郎 山口佳子 髙坂亀美雄 岡澤弘行 宮澤政男
土屋達夫 柴田博康 内村孝英 太田かおり 樋口健太郎 小林邦一 監物直美 山本杉樹 森泉仁 島田幸恵 春原紀子
赤沼伸一 宮下和彦 吉澤常嘉 山田行人 山田清美 宮林栄一 伊藤成二 村田健一 若林紀美子 諸橋賢二



が ん ば れ ア ス リ ー ト

　息子の楓馬は３歳の時に急性脳症を発症し、脳に障害を持ちました。
　当時、安曇野のこども病院にて１ヶ月ほど息子と共に病院生活を経験し、そこ
で病気や障害を持った多くの子供達やそのご家族、病院スタッフの皆さんと触れ
合う機会がありました。たくさんの励ましをいただく中で、この人達や息子のた
めに自分ができることは何だろう…と考えるようになり、行き着いたところが小
学生の頃から始め、今でも趣味として続けている「走ること」でした。
　そんな思いを抱いていた時に出会ったのがスペシャルオリンピックスです。ス
ペシャルオリンピックスの掲げる理念と私の思いが合致し、迷わず事務局へ連絡
をしました。私自身、長年長距離競走に取り組んできた中で身につけた力、それ
は「生きる力」です。幼少期は内気で大人しく、自分に自信が持てないような子で
したが、走ることに出会ったことで自分に自信が持てるようになり、これまでに多くの人と出会い、関わり合いながら生きてきま
した。SOアスリートの皆さんにも何かに夢中になり、目標を持って取り組み、多くの人と関わり合いながら自分自身の成長を感
じて欲しいと思っていますし、そんな機会を与えられたらと思っています。
　スポーツを楽しむのに性別や年齢、国籍や障害の有無は関係ありません。SOの活動をもっと社会的にも知ってもらいたい、社
会との繋がりを持っていきたいとも思っています。皆さん、一緒に成長していきましょう。現在８歳の息子は飯田の陸上競技プロ
グラムでは最年少ですが、アスリートのお兄さんお姉さん、コーチの皆さんによくしてもらい、とてもいい経験ができています。
　これからもよろしくお願いします。いつか息子と一緒にフルマラソンを走るのが夢です。

　4月23日 バドミントンプログラムにお邪魔してきました。
　会場は長野市・サンアップル。アスリートは他競技の経験者が多く、
かつバドミントンの経験者もいて、始まったばかりのプログラムとは
思えない、スピード感のある練習風景でした。コーチもヘッドコーチ
を筆頭に、その他のコーチもインターハイ、国体経験者がいるとかい
ないとか。ハイレベルなバドミントン集団が形成されていました。
　とはいえ、年若いアスリートに年長のアスリートが「こうやってや
るんだよ」と練習内容を説明し、一緒に練習をするような場面もあり、
ハイレベルかつアットホームなプログラムになりそうな予感です。
　目標はナショナルゲーム出場と
のこと、次回ナショナルゲームに
はきっとその華麗なプレーを披露
してくれると確信しました。
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バドミントン・馬術プログラム紹介

新プログラムが
続々とスタート

SON・長野選手団23名遠征決定 !

ファミリー　小林 太一さん

　馬術プログラム（軽井沢）にお邪魔して
きました。
　馬も、乗馬も日常生活にはあまり馴染
みがありませんが、アスリートもファミ
リーも、プログラムを通じて実際に触れ
合うと、馬がとても愛情深く、賢い生き
物だということを実感していたようです。
　初回プログラムながら、厩舎の方やコ
ーチの的確なサポートもあり、アスリー
トもすぐに馬と打ち解け、終盤には馬上
でピースをしたり両手を広げられるくら
いまでになっていました。
　バドミントン同様、こちらも目標はナ
ショナルゲーム参加です。将来が楽しみ
なプログラムが、またひとつ増えました。

陸上競技、サッカー、卓球の３競技に出場することが決定しました。応援よろしくお願い致します。
　広島県で開催する「2022年第8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・広島」は、2023年にベルリンで開催される世
界大会への日本選手団選考を兼ねて開催されます。SON・長野は当大会に、23名（団長、アスリート9名、パートナー7名、コーチ5名、追
加スタッフ1名）の選手団を派遣します。

「2022年第８回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・広島」に向けて
　新型コロナウイルス感染症もようやく下火となり、スポーツプログラムも再開されています。スペシャ
ルオリンピックスの目的はスポーツプログラムを行うことにあるのですから、プログラムの再開を待ち焦
がれたアスリート・パートナーの皆さんにとっても、担当コーチの皆さんにとっても本当に喜ばしいこと
ではないかと思います。
　そんな状況の中、11月4日から6日まで、広島を舞台に夏季ナショナルゲームが開催され、SON・長野か
らもサッカー、陸上、卓球の３種目に、選抜されたアスリート・パートナーが出場します。出場アスリート・
パートナーは日頃のプログラムで培った技を、力を、存分に発揮して輝いてくれることを期待しています。
　2023年にはベルリンで世界大会が開催される予定です。本大会は世界大会の国内予選を兼ねますので、
アスリート・パートナーの皆さんの活躍次第ではベルリンへの道も見えてきます。アスリート・パートナ
ーの皆さんが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、コーチ・役員も精一杯サポートを行う覚悟です。
　久しぶりの大イベントを皆で盛り上げ、大いに楽しんで参加しましょう！

2022年6月20日
第8回SON夏季
ナショナルゲーム・広島

選手団長　土屋 達夫

　新型感染症の渦中からようやく日常を取り戻しつつある昨今ですが、SON・長野でも前号
のフロアボールに引き続き新しいプログラムが次々にスタートしています。今回は2つのプ
ログラムを紹介しますが、どちらのプログラムも明るく、元気いっぱいのプログラムです。
　興味を持たれた皆さんはぜひ、体験されてみてはいかがでしょうか？

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。

第8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・広島ニュース

大会
概要

日時：2022年11月4日（金）〜6日（日）の3日間
2022年11月4日（金） 開会式
2022年11月5日（土） 競技予選（ディビジョニング）
2022年11月6日（日） 競技決勝／表彰／閉会式

競技会場：12競技（広島市・呉市・三原市・北広島市各会場）
陸上競技 エディオンスタジアム広島（広島市）
卓　　球 前田ハウジング東区スポーツセンター（広島市）
サッカー 広島広域公園第１球技場（広島市）

バドミントン

馬  術

当日の様子は、
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　スポーツを楽しむのに性別や年齢、国籍や障害の有無は関係ありません。SOの活動をもっと社会的にも知ってもらいたい、社
会との繋がりを持っていきたいとも思っています。皆さん、一緒に成長していきましょう。現在８歳の息子は飯田の陸上競技プロ
グラムでは最年少ですが、アスリートのお兄さんお姉さん、コーチの皆さんによくしてもらい、とてもいい経験ができています。
　これからもよろしくお願いします。いつか息子と一緒にフルマラソンを走るのが夢です。

　4月23日 バドミントンプログラムにお邪魔してきました。
　会場は長野市・サンアップル。アスリートは他競技の経験者が多く、
かつバドミントンの経験者もいて、始まったばかりのプログラムとは
思えない、スピード感のある練習風景でした。コーチもヘッドコーチ
を筆頭に、その他のコーチもインターハイ、国体経験者がいるとかい
ないとか。ハイレベルなバドミントン集団が形成されていました。
　とはいえ、年若いアスリートに年長のアスリートが「こうやってや
るんだよ」と練習内容を説明し、一緒に練習をするような場面もあり、
ハイレベルかつアットホームなプログラムになりそうな予感です。
　目標はナショナルゲーム出場と
のこと、次回ナショナルゲームに
はきっとその華麗なプレーを披露
してくれると確信しました。
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バドミントン・馬術プログラム紹介

新プログラムが
続々とスタート

SON・長野選手団23名遠征決定 !

ファミリー　小林 太一さん

　馬術プログラム（軽井沢）にお邪魔して
きました。
　馬も、乗馬も日常生活にはあまり馴染
みがありませんが、アスリートもファミ
リーも、プログラムを通じて実際に触れ
合うと、馬がとても愛情深く、賢い生き
物だということを実感していたようです。
　初回プログラムながら、厩舎の方やコ
ーチの的確なサポートもあり、アスリー
トもすぐに馬と打ち解け、終盤には馬上
でピースをしたり両手を広げられるくら
いまでになっていました。
　バドミントン同様、こちらも目標はナ
ショナルゲーム参加です。将来が楽しみ
なプログラムが、またひとつ増えました。

陸上競技、サッカー、卓球の３競技に出場することが決定しました。応援よろしくお願い致します。
　広島県で開催する「2022年第8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・広島」は、2023年にベルリンで開催される世
界大会への日本選手団選考を兼ねて開催されます。SON・長野は当大会に、23名（団長、アスリート9名、パートナー7名、コーチ5名、追
加スタッフ1名）の選手団を派遣します。

「2022年第８回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・広島」に向けて
　新型コロナウイルス感染症もようやく下火となり、スポーツプログラムも再開されています。スペシャ
ルオリンピックスの目的はスポーツプログラムを行うことにあるのですから、プログラムの再開を待ち焦
がれたアスリート・パートナーの皆さんにとっても、担当コーチの皆さんにとっても本当に喜ばしいこと
ではないかと思います。
　そんな状況の中、11月4日から6日まで、広島を舞台に夏季ナショナルゲームが開催され、SON・長野か
らもサッカー、陸上、卓球の３種目に、選抜されたアスリート・パートナーが出場します。出場アスリート・
パートナーは日頃のプログラムで培った技を、力を、存分に発揮して輝いてくれることを期待しています。
　2023年にはベルリンで世界大会が開催される予定です。本大会は世界大会の国内予選を兼ねますので、
アスリート・パートナーの皆さんの活躍次第ではベルリンへの道も見えてきます。アスリート・パートナ
ーの皆さんが最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、コーチ・役員も精一杯サポートを行う覚悟です。
　久しぶりの大イベントを皆で盛り上げ、大いに楽しんで参加しましょう！

2022年6月20日
第8回SON夏季
ナショナルゲーム・広島

選手団長　土屋 達夫

　新型感染症の渦中からようやく日常を取り戻しつつある昨今ですが、SON・長野でも前号
のフロアボールに引き続き新しいプログラムが次々にスタートしています。今回は2つのプ
ログラムを紹介しますが、どちらのプログラムも明るく、元気いっぱいのプログラムです。
　興味を持たれた皆さんはぜひ、体験されてみてはいかがでしょうか？

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。

第8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・広島ニュース

大会
概要

日時：2022年11月4日（金）〜6日（日）の3日間
2022年11月4日（金） 開会式
2022年11月5日（土） 競技予選（ディビジョニング）
2022年11月6日（日） 競技決勝／表彰／閉会式

競技会場：12競技（広島市・呉市・三原市・北広島市各会場）
陸上競技 エディオンスタジアム広島（広島市）
卓　　球 前田ハウジング東区スポーツセンター（広島市）
サッカー 広島広域公園第１球技場（広島市）

バドミントン

馬  術

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。



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

News Letter　いろえんぴつ　第41号
2022年6月20日発行

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。）

いろえんぴつN e w s  L e t t e r 
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SUMMERご寄付・ご協賛・助成金・正会員・賛助会員のご報告ニュース

　2022年6月5日（日）、公益社団法人日本ボウリング場協会主催の表題競技大
会が、長野市のヤングファラオで開かれ、東海・北信越ブロック５県（静岡・新潟・
三重・岐阜・長野）から集まったアスリートが熱戦を繰り広げました。
　主催団体会長の中里則彦氏が SO日本の顧問を長らく務めていたご縁で、ス
ペシャルオリンピックスの部が設けられ、第53回からスペシャルオリンピック
スのアスリートが参加しています。
　今回は、SOのルールでなく３ゲームの合計点で順位を争い、上位５名には賞
状が授与され、全員に、敢闘賞として、主催者側が用意したメダルを首からかけ
てもらいました。

昭和電工株式会社 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 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン長野支社 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 富士電機パワーセミコンダクタ株式会社 ヤングファラオ
マリモ電子工業株式会社

ダイドードリンコ株式会社募金型自販機  設置ご協力

公益財団法人長野県障がい者スポーツ協会

助　成　金

正 会 員（2022年1月1日～5月31日実績）

賛助会員（2022年1月1日～5月31日実績）

ご寄付（2021年5月1日～2022年5月31日）

セイコーエプソン株式会社 ＪＡ長野県グループ アート金属工業株式会社 伊那食品工業株式会社
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン長野支社 ライオンズクラブ国際協会 334-E地区 長野ダイハツ販売株式会社 丸美屋食品工業株式会社
マルコメ株式会社 株式会社みすずコーポレーション 株式会社本久 信濃毎日新聞社
国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト佐久

「第54回BPAJ全国ボウリング競技大会参加報告特集

東海・北信越
ブロックの

アスリートが
敢闘!

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。

神津昌史 青島咲 青島清子 増田貴幸 増田正 増田由美子 東城雅 東城理子 日達琴音 日達登紀子 保坂和紀 保坂修次
山本富 山本由香里 髙橋正幸 髙橋美枝子 宮沢忠男 井口晃聖 井口和美 竹花和麿 竹花好子 越立圭衣子 越立恒人 田村明夫
川村侑己 川村明美 丸山祥太 丸山正祥 磯田光司 磯田史豊 前川真史 前川真紀 鈴鹿蛍斗 鈴鹿清仁 伊藤平 大塚悠平
大塚隆史 鈴木克将 鈴木雅也 鈴木英子 稲本怜音 稲本正幸 関愛莉 関明彦 武居寛己 武居秀美 高寺隆浩 高寺徹夫
柳沢竜ノ介 曲尾徳幸 曲尾ヤエ 野本陽生 野本晃太 高橋奈月 高橋秀之 柳本健二 吉田空未 吉田由美子 島田結音 大日方剛
大日方由美子 田村さおり 田村賢治 大澤哲夫 大井大輔 大井晴美 森泉花菜 森泉貞雄 百瀬十六音 百瀬美由紀 小須田秀眞 小須田勝夫
西森悠人 西森一哉 金杉陽一郎 金杉貞子 中村尚子 中村沙季 木下翔太 木下優子 沢山俊 沢山文雄 山口健司 山口逸代
春原翔 小林貴大 小林真利子 小山さち子 赤沼大地 赤沼由紀子 山崎拓真 山崎文枝 遠藤丈夫 成澤伊織 成澤一郎 伊藤拓哉
石山裕太 石山ゆかり 中村優里 古越健太 古越芳子 木村景二 木村宗勝 宮下光子 久保田寛 久保田澄子 下條大介 下條孝一
諏訪正好 矢部直 矢部繁晴 武田彩音 土屋輝記 土屋みどり 春原純一 春原千沙子 荒牧由美子 中村文茂 中村のり子 添田麻里子
高見澤良 高見澤雅人 小島正寿 小島徳二 宇野優浩 宇野浩輝 長坂尚武 長坂圭子 大﨑克哉 大﨑やゑ子 土屋悠士 土屋俊幸
丸山太一 丸山明美 渡辺大 渡辺直美 矢口貴久 白子蒼 白子経明 山岸一徳 山岸義徳 中村美穂 中村裕香 中村登美枝
柴良彰 柴美香 武田雄高 矢田部洋介 矢田部さえ子 渡辺文博 渡辺三恵子 井上敬之 峯村勇次 峯村和也 小出寛子 小出郁子
小山海斗 小山香 小林健志 小林寿子 山田勇佑 山田深雪 倉田禎寛 倉田信子 井上友博 井上文子 柳下沙也香 柳下久米夫
田中允人 佐藤和秀 高橋佳汰 高橋朋也 山﨑大輔 大谷あきほ 大谷美保 芹澤優一 小林美香 小林茂 堀内拓海 堀内美枝
下條大作 下條美好 小林楓馬 小林太一 栁澤匠 栁澤智子 松崎佳雅里 松崎誠 北沢真吾 北沢美智江 中沢朝幸 安田ゆず葉
本堂敬佑 本堂敬 赤羽聡子 小林隆志 小林千恵子 三木ヒカル 三木佳圀 井出浩一 巴将也 巴芳江 鈴木健司 古平陸
古平由美子 増田ゆかり 水沢準 水沢朝子 岩滝ちえみ 小宮山知世 小宮山孝江 加藤望枝 加藤望杏 加藤裕子 田丸明衣 田丸美佳
寺島丈貴 寺島文子 小山光 宮林功 宮林裕子 竹花幸宏 竹花節子 山川ゆかり 百瀬拓海 百瀬雄一 田中和斗 田中しのぶ
一之瀬篤弥 一之瀬由香 荻野祐美 荻野孝平 宮澤左知子 青山諒尊 青山敏子 田中雄樹 田中美和子 畑口和 関智徳 関豊春
松下雄也 松下澄夫 花見竜哉 花見公子 小松正和 小松陽子 黒岩大和 黒岩有加 杉山聡 杉山美紀 望月慎平 望月大輔
望月秀明 望月千佳子 伊東宏晃 伊東久子 市川輝海 市川恵美子 花岡大吾 花岡千生 脇坂隆志 脇坂奈美子 馬場康平 馬場賢哉
宮澤幸博 宮澤順 宮澤やよい 池本夏綺 池本昭子 横谷梨央 横谷徳子 高木駿 金箱英己 金箱礼子 畑遼一 畑信太郎
田中健太郎 田中康子 花井良 花井祐子 百瀬月陽 吉江仁 吉江雅子 渡邉務 橋場祐輝 石塚賢 石塚さつき 荒木武貴
内堀遼 内堀幸江 荻原淳一 荻原秋代 工藤恵 工藤茂利 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 高橋吾聞 高橋律子 木島沙帆 木島海斗 木島幸子 竹村佳小里 竹村千賀子 井出光男 岩井竜太 岡村広生
加藤すみ子 小林利郎 澤野正三 志村今朝文 谷川みち子 羽柴富久美 平林和一 丸山智之 丸山幸男 丸山善彦 村田吉見 村木功
佐藤裕介 下島敏美 遠藤正幸 行田伸一 由井寿機 小西等 西澤秀子 原田修 山田秀光 吉川大亮 宇井瑠香 本島和美
鈴木健司 内堀道雄 木島正登 土屋和平 土屋恵梨 高橋永耕 齊藤豪 齊藤香織 尾島信子 中村文昭 中村晴文 太田伶
南波美幸 伊藤文哉 大木恵 江原素子 荒木真志 山田彩花 山田清敏 村沢克彦 沼野瑛太 沼野圭良

若麻績享則 髙橋聖明 伊澤喜久子 中村通 宮下智 半田直道 土屋龍一郎 山口佳子 髙坂亀美雄 岡澤弘行 宮澤政男
土屋達夫 柴田博康 内村孝英 太田かおり 樋口健太郎 小林邦一 監物直美 山本杉樹 森泉仁 島田幸恵 春原紀子
赤沼伸一 宮下和彦 吉澤常嘉 山田行人 山田清美 宮林栄一 伊藤成二 村田健一 若林紀美子 諸橋賢二


