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•長野県障がい者スポーツ指導員養成研修会
•長野県障がい者スポーツ協会事業日程



　平成28年４月17日（日）、第12回長野車いすマラソン大会が開催されました。
　今大会は、長野県安曇野市の樋口政幸選手をはじめ５名の選手を招待選手として迎え、全国各地から68
名の選手がエントリーしました。
　残念ながら、悪天候により、大変強い風の中でのレースとなってしまいましたが、61名が長野赤十字病
院前交差点をスタートし、42名が完走しました。

　平成28年４月16日（土）、長野県庁講堂にて第12回長野車
いすマラソン大会開会式が開催されました。選手、中島長野
県副知事をはじめとした役員・来賓、ボランティア等、多く
の方々にお集まりいただき、盛大に執り行われました。
　また、今年も文化学園長野保育専門学校の学生による司会
進行・企画等により、心温まる開会式となりました。

第12回
長野車いすマラソン大会開催

　開 会 式
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男子T53/54クラス
順位 № 氏　名 出身地 記　録
１ １ 樋口　政幸 長野県 ０：48：19
２ ２ 鈴木　朋樹 千葉県 ０：51：07
３ ４ 伊藤　尚弘 神奈川県 ０：51：23
４ ６ 渡辺　習輔 大分県 ０：53：34
５ ７ 河室　隆一 大分県 ０：53：35
６ ３ 花岡　伸和 千葉県 ０：57：39
７ ８ 山賀　英二 新潟県 ０：57：40
８ 21 大城　晶也 新潟県 １：00：10
９ ５ 西原　宏明 京都府 １：02：26
10 16 金児　知哉 長野県 １：02：26
11 14 平澤　三七 長野県 １：02：28
12 20 横田　　茂 石川県 １：02：30
13 11 青木　　浩 長野県 １：02：33
14 13 渡邊　敏貴 東京都 １：03：00
15 18 永易　久和 神奈川県 １：05：43
16 23 宮川　正明 新潟県 １：05：58
17 15 鈴木　俊光 静岡県 １：05：58
18 30 友岡　昭二 愛知県 １：06：13
19 17 小林　　大 愛知県 １：07：47
20 ９ 嶋田　俊幸 福井県 １：08：46

男子T52クラス
順位 № 氏　名 出身地 記　録
１ 27 髙田　稔浩 福井県 １：06：21
２ 24 上与那原寛和 沖縄県 １：12：02
３ 60 今井　義隆 大阪府 １：22：58

女子T53/54クラス
順位 № 氏　名 出身地 記　録
１ 10 中山　和美 神奈川県 ０：57：39

順位 № 氏　名 出身地 記　録
21 26 田中　浩貴 兵庫県 １：08：48
22 36 鎌田　成利 徳島県 １：09：22
23 12 中田　真也 長野県 １：10：09
24 29 千代田健司 埼玉県 １：11：52
25 25 飯塚　裕治 島根県 １：12：00
26 28 冨川　文男 山口県 １：12：01
27 47 川口　幸治 千葉県 １：12：02
28 22 小山　敏光 宮城県 １：12：14
29 19 那須　広明 鳥取県 １：12：24
30 31 齋藤　智之 埼玉県 １：13：06
31 37 吉村　正年 愛知県 １：14：24
32 39 高瀬　優輔 福井県 １：15：57
33 48 小松　博志 宮城県 １：17：33
34 44 及川　幸司 宮城県 １：17：42
35 41 高桑　　健 東京都 １：17：47
36 34 小嶋　俊則 愛知県 １：17：56
37 43 後　　義春 福井県 １：19：47
38 49 海野　　剛 静岡県 １：24：58

樋口　政幸 選手　大会６連覇 !!
　　　　（男子T53/54クラス）

中山　和美 選手　大会４連覇 !!
　　　　（女子T53/54クラス）

　第12回長野車いすマラソン大会競技結果
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入選

山崎　一也（長野市） 「登った！声援ありがとう。」
宮澤　政夫（長野市） 「力強く前へ」
東井　佳人（長野市） 「正座の姿勢で何十 km」
山田　治三（長野市） 「早い」
井出　利久（長野市） 「最後尾で頑張る」

佳作

山崎　邦昭（長野市） 「信濃路の春を駆ける」
新井　光司（長野市） 「あと一息」
大学　　肇（松本市） 「前へ」
篠ノ井高校写真部
（長野市） 「成し遂げた瞬間」

江口　文夫（長野市） 「みんなガンバッテ」
清水　　進（長野市） 「五輪マークに元気をもらう」

　長野車いすマラソン大会実行委員会では、５月16日（月）〜７月18日（月）まで、長野県庁・もんぜんぷ
ら座・ながの東急百貨店別館シェルシェ・長野県障がい者福祉センターサンアップルの４会場で写真展を開催
します。

長野車いすマラソン大会
フォトコンテスト＆写真展開催

　第12回長野車いすマラソン大会では、多くの県民の皆さんが、車いすマラソンの写真を通して、長野車いすマ
ラソン大会についての関心を高め、また障がい者スポーツや障がいのある人々の社会参加に対する理解を深める
ため、フォトコンテストを実施しました。
　レースの様子や練習風景、沿道の応援、ボランティアスタッフとの交流など、車いすマラソン大会に関するも
のであればテーマは自由とした作品を募集し、53点の優れた作品のご応募をいただきました。数多くのご応募を
ありがとうございました。
　応募作品の中から厳正な審査の結果、入賞・入選作品を決定しました。

「ゴールで待ってるね」
 山口　主法（長野市）
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◆チアダンス教室  
　チャレンジドキッズクラブでは、２年前か
ら信州ブレイブウォリアーズ、健常の子ども
達のチアリーディングチームと連携し、チア
ダンス教室を行っています。障がいのある子
ども達とそうでない子ども達が交流する大変
良い機会であり、信州ブレイブウォリアーズ
のホームゲームでチアダンスを発表するとい
う貴重な体験ができることについて、参加者
から好評をいただいています。

　平成28年１月10日（日）　長野県障がい者福祉センターサンアップルホール
　�　ご指導いただいたのは、今年も信州ブレイブウォリアーズのチアリーダー「Jaspers」の皆さんでした。そして、今
年は Jaspers のキッズチーム「Jkids」の子ども達と、交流しながらダンスを楽しみました。

　平成28年１月16日（土）
　�　千曲市戸倉体育館にて行われた、信州ブレイブウォリアーズホームゲームでの FID 招待ゲームのハーフタイムでチア
ダンスの発表を行いました。県内在住の障がいのある子ども９名とその兄弟、保護者の皆さんが、Jkids、Jaspers と
一緒に元気よく踊りました。

◆ウィンターキャンプ 
　県内の障がい児・者にスキーをとおして自然に親しみ、
スポーツを楽しむ機会を提供し、心身の健康づくりと相
互交流を図ること、スキーの基本動作の技術を習得する
とともに、家族でスキーを楽しみ、自然との一体感を味
わうこと、自分の目標を立て、自分のペースで楽しみ、
練習していく過程で自信がわいてくるとともに満足感や
達成感を得ることを目的として開催しています。

　平成28年２月20・21日　茅野市車山高原スキー場
　�　今年の参加者は６歳から17歳までのキッズクラブ会員とそ
の家族、スタッフ、総勢61名でした。今シーズンは雪不足で、
天候等が心配されましたが、スキー・バイスキー・チェアス
キーチームごとに、無事に２日間実施することができました。

　チャレンジドキッズクラブでは、日頃スポーツをする機会が少ない、障
がいのある子ども達が、スポーツを通じて心身の健康づくりと同世代の子
ども達との交流を図り、生活の質を上げることを目的として、様々なプロ
グラムを実施しています。
　平成28年１月から３月の活動は、下記のとおりです。

参加者の皆さん、スタッフの皆さん、ご協力いただいた関係者の皆さん、
ありがとうございました。

チャレンジドキッズクラブ事業報告
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第37回長野県障がい者スキー大会の開催中止

　平成28年２月７日（日）に開催を予定していた、第37回長野県障がい
者スキー大会は、積雪状況により中止となりました。
　参加を予定されていた選手の皆さん、ご協力いただいた皆さん、大変申
し訳ありませんでした。
　今後とも宜しくお願いいたします。

平成28年度
長野県障がい者スポーツ指導員養成研修会

　障がい者および障がい者のスポ－ツに対し、必要な知識と技能を有する
障がい者スポーツ指導員を養成することにより、障がい者のスポーツの振
興および発展を促し、スポーツを通じて障がい者の体力の維持増進と機能
回復の向上を図ることを目的として、毎年開催しています。

　今年は、７月16日（土）から18日
（月）までの３日間、長野県障がい者福祉
センター（長野市）にて開催します。受
講の申込み締め切りは、７月６日（水）
までです。より多くの方のお申込みをお
待ちしています。
　お申込みに関するお問い合わせは、長

野県障がい者スポーツ協会へお願いいたします。
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◆平成28年度長野県障がい者スポーツ協会事業日程◆

期　　日 事業内容 会　　場

４月16日（土） 第12回長野車いすマラソン大会開会式 長野県庁講堂（長野市）

４月17日（日） 第12回長野車いすマラソン大会 長野市

５月21日（土） 障がい者スポーツ普及強化委員会 松本合同庁舎（松本市）

５月26日（木） 第16回長野県障がい者スポーツ大会競技運営会議 松本合同庁舎（松本市）

５月28日（土）
〜29日（日）

第16回全国障害者スポーツ大会
派遣候補選手記録会（１泊２日）

長野県障がい者福祉センター
（長野市）

６月17日（金） 長野県障がい者スポーツ協会理事会・総会 長野県障がい者福祉センター
（長野市）

７月16日（土）
〜18日（月）

長野県障がい者スポーツ指導員
養成研修会

長野県障がい者福祉センター
（長野市）

７月下旬 第16回長野県障がい者スポーツ大会
プログラム編成会議

長野県障がい者福祉センター
（長野市）

８月下旬 第16回長野県障がい者スポーツ大会
運営会議 松本合同庁舎（松本市）

９月11日（日） 第16回長野県障がい者スポーツ大会 松本平広域公園他（松本市）　

９月24日（土）
〜25日（日）

第16回全国障害者スポーツ大会
選手強化合宿、打合せ会議（１泊２日）

長野県障がい者福祉センター
（長野市）

10月20日（木）
〜25日（火）

第16回全国障害者スポーツ大会
（大会期日10/22〜24） 岩手県北上市他

２月上旬 第38回長野県障がい者スキー大会 飯綱高原スキー場（長野市）

２月中旬 第17回全国障害者スポーツ大会
派遣候補選手選考会議

長野県障がい者福祉センター
（長野市）

３月下旬 長野県障がい者スポーツ協会理事会・総会 長野県障がい者福祉センター（長野市）
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平成 27 年 12 月 2 日～平成 28 年 3 月３１日の間にご加入いただいた賛助会員の皆様（ご芳名公表可の方のみ 敬称略 50 音順） 

 
 

赤羽 利樹     関  紘一           TS プラザマネジメント株式会社 
川口 敏嗣     田畑 文徳                      株式会社エムウェーブ 
臼田 雅則     土屋 慶子           株式会社杏花印刷 
太田 洋一     長谷川 誠           株式会社前田製作所 
大野 幸児     船﨑 哲也           第一生命保険株式会社長野支社 
小坂 利雄     町田 武信           東武トップツアーズ株式会社長野支店 
加藤 義明     町田  正           長野トンボ株式会社 
小嶋 和好     町田 浩康           長野日野自動車 
小林 和久         村松 保男                      ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社 
三溝 和美     宮島 光義           プレステージ株式会社 
正村寿満子     山本 杉樹           ホテル JAL シティ長野 
                                    有限会社 BIG WAVE 
            

                            
次の企業・団体の皆様から、平成 27 年度も障がい者のスポーツ活動の推進のために、多大なご寄付を
いただきました。 
 
 
 
 
 
 

   
   

          
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 入会金 年会費 議決権等 

 
正会員 

１，０００円 
個人    ３，０００円  

あり 団体   １０，０００円 

会員 １，０００円 

個人    ２，０００円 
なし 

(家族会員は一家族何名でも可) 
家族    ３，０００円 

団体    ５，０００円 

賛助会員 なし 
個人 １口 ３，０００円 

なし 
団体 １口 ５，０００円 

★会員になられた方には、本誌を毎回お送りし、スポーツ用具の無料貸出しも行います。 
★新規にご加入いただける方は、当協会までご連絡をお願い致します。 
   

NPO 法人長野県障がい者スポーツ協会 
TEL:０２６－２９５－３６６１ FAX:０２６－２９５－３６６２  

E-mail: nsad@nifty.com    URL: http://homepage2.nifty.com/nagano-sad/ 

障がい者スポーツの振興にたくさんの御寄付を

いただきました。障がい者スポーツを行う皆さん

の活動支援とパラリンピックを目指す子どもた

ちのために有意義に活用させていただきます。

ドリームサポートプロジェクト事業に御寄付を

いただきました。国際大会を目指す選手への支援

と障がいのある子どもたちのスポーツ推進のた

めに役立ててまいります。 

地域における障がい者のスポーツ活動支援、競技

大会開催等支援に御寄付をいただきました。 

多くの方々に障がい者スポーツを楽しんでいた

だけるよう努力してまいります。 

県内の障がい者スポーツの振興のために御寄付

をいただきました。県民の障がい者に対する理解

を深め、障がい者の社会参加を促進するため、大

切に使わせていただきます。 

○�皆様からいただいた会費及び寄付金は、一人でも多くの障がい者がスポーツを楽しむことができるように、様々な事業
で大切に使わせていただいています。皆様の御厚意を頼りに事業を進めている状況を御賢察の上、変わらぬ御支援を
お願い申し上げます。
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