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この度の台風19号により、当協会が事務所をおく長野県障がい者福祉センター（サンアップル）も水害に見舞われました。
ご支援・ご協力いただいた皆様には、心から感謝申し上げます。
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令和元年10月12日（土）から14日（月）まで、茨城県で第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城
ゆめ大会が開催される予定でした。長野県からは個人競技38名の代表選手が出場予定でした。
しかし、台風19号の影響により大会は全日程中止となりました。大変残念ではありましたが、長野県選
手団は事故等もなく11日に県内へ帰って来ることができました。
選手・役員の皆様、大会関係者の皆様、応援してくださっていた皆様ありがとうございました。

個人競技選手は、９月21日（土）～９月22日（日）の二日間、大会直前の強化合宿として、長野県障が
い者福祉センターに集まり、日程等の打合せや競技種目ごとに監督・コーチから大会本番に向けて最終アド
バイスを受けました。
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競技名 氏名 性別 所属 年齢区分 障害
区分 選考種目 記録 順位 備考

陸
上
競
技

塩川昭彦 男 小諸市 身体2部 25 1500m

台
風
19
号
の
影
響
に
よ
り
全
日
程
中
止

800m

和田涼雅 男 安曇養護 身体1部 22 100m
立幅跳

井原　清 男 飯田保健 身体2部 13 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
砲丸投

小林一夫 男 飯田市 身体2部 20 砲丸投
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

植田　剛 男 伊那保健 身体2部 26 1500m
800m

高野隆洋 男 安曇野市 身体2部 7 砲丸投
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

三井芽衣 女 長野盲 身体1部 24 1500m
50m

佐藤萌恵 女 上田市 身体1部 1 50m
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

山口和希 男 長野養護 知的少年 27 50m
走幅跳

長谷川拳 男 千曲市 知的青年 27 50m
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

野村光真 男 松本市 知的少年 27 100m
200m

櫻井智道 男 佐久市 知的壮年 27 立幅跳
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

上條雄策 男 松本保健 知的青年 27 立幅跳
50m

太谷和磨 男 塩尻市 知的青年 27 50m
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

髙野里緒 女 松本養護 知的少年 27 100m
走幅跳

山内美月 女 安曇養護 知的少年 27 50m
立幅跳

月岡悠香 女 佐久市 知的青年 27 1500m
100m

水
泳
競
技

髙梨祥平 男 長野盲 身体1部 24 50m自由形
25m自由形

上原美津江 女 佐久市 身体2部 1 25m平泳ぎ
25m自由形

第19回全国障害者スポーツ大会選手一覧
競技名 氏名 性別 所属 年齢区分 障害

区分 選考種目 記録 順位 備考

水
泳
競
技

畑　遼一 男 松本市 知的青年 26 50mバタフライ

台
風
19
号
の
影
響
に
よ
り
全
日
程
中
止

25m背泳ぎ

土屋輝記 男 上田養護 知的少年 26 25m平泳ぎ
25m自由形

飯塚美貴 女 中野市 知的壮年 26 25m自由形
50m背泳ぎ

ｱｰﾁｪﾘｰ
競技 滝川　裕 男 飯田保健 身体2部 2～8 コンパウンド30m 

ダブルラウンド

卓
球
競
技

髙橋正也 男 飯田保健 身体2部 3 卓球

根本大暉 男 松本ろう 身体1部 17 卓球

米倉やす子 女 松本市 身体2部 1 卓球

宮川翔太 男 松本養護 知的少年 18 卓球

渡辺麗菜 女 長野養護 知的少年 18 卓球

浦野正紀 男 伊那保健 なし 19 卓球

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
競
技

安藤一郎 男 松本市 身体2部 2 アキュラシー7m
ディスタンス

小木曽修 男 飯田市 身体2部 2 アキュラシー7m
ディスタンス

加藤璃乃 女 佐久市 身体1部 2 アキュラシー7m
ディスタンス

桺澤とよ子 女 東御市 身体2部 2 アキュラシー5m
ディスタンス

眞嶋慶次 男 千曲市 知的少年 2 アキュラシー7m
ディスタンス

柴本沙也加 女 千曲市 知的青年 2 アキュラシー5m
ディスタンス

ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技

百瀬颯人 男 松本養護 知的少年 － ボウリング

中村　拓 男 飯田保健 知的青年 － ボウリング

岡田花純 女 松本市 知的青年 － ボウリング

強化合宿
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令和元年９月８日（日）、松本平広域公園を中心会場として第19回長野県障がい者スポーツ大会が開催さ
れました。
大会当日は、晴天となり暑い中でしたが個人競技は７競技（陸上・水泳・卓球・サウンドテーブルテニス・
アーチェリー・フライングディスク・ボウリング）、団体競技は５競技実施されました。（車いすバスケット
ボール・ツインバスケットボール・知的バスケットボール・ソフトバレーボール・ゲートボール）
この大会では、再来年度より全国障害者スポーツ大会に追加されるボッチャ競技の体験会も開催されまし
た。各競技に参加された皆さんも体験にお越しいただき、長野県ボッチャ協会の選手の皆さんと交流をしな
がらプレーを楽しんでいました。

今年もたくさんのご支援をいただき大会を終了することができました。大会役員・ボランティアの皆様あ
りがとうございました。
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団体競技（１位チームのみ）
団体競技 順位 チーム名

車いすバスケットボール １ 長野ＷＢＣ
ツインバスケットボール １ 信州流星クラブ
知的バスケットボール １ 飯田ファイヤーズBBC
ソフトバレーボール １ Rainbow絆
ゲートボール １ 飯田市身障協
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個人競技（１位のみ）
陸上競技
競技 所属 氏名 記録 備考

スラローム
花田養護 小林　幹太 １分 24秒 30
飯田保健 水野　一直 １分 13秒 48

50m

木曽保健 深澤　　享 12秒 68
伊那市 山元　勇太 １分 08秒 43
松本市 冨永　祥子 17秒 26
上田市 佐藤　萌恵 10秒 00
長野盲 池田　絢奈 10秒 39
伊那保健 米山　光広 27秒 70
佐久市 浅沼　直美 ８秒 55 大会新
飯田市 北澤　貴史 ７秒 48
長野養護 風間　健太 ７秒 15
長野養護 山口　和希 ６秒 96
伊那養護 金沢　貫汰 ７秒 09
長野養護 渡邊　　皐 ８秒 60
安曇養護 山内　美月 ８秒 29
長野市 山田　翔太 ７秒 61
長野市 長澤　龍香 ９秒 33
長野市 長谷川　拳 ７秒 69
飯田市 澤　　守道 ８秒 34
佐久保健 片桐　　円 10秒 73

100m

飯田保健 伊藤　竜介 25秒 03
安曇養護 和田　涼雅 14秒 81
塩尻市 宮川　大海 16秒 37
飯田保健 松下　昭秀 34秒 68
長野養護 石澤　皆人 13秒 92
松本養護 古平　　陸 12秒 58
安曇養護 沖　健太郎 14秒 26
安曇養護 関崎　智琉 15秒 14
松本養護 髙野　里緒 14秒 09 大会新
松本養護 森本　佳奈 15秒 87
佐久保健 岩井　竜太 14秒 78
大町市 山本　　舞 17秒 37
佐久保健 小宮山昌彦 14秒 78
千曲市 坂口　克己 19秒 35
千曲市 伊藤　ゆか 18秒 76

200m

北信保健 片塩　　玄 35秒 97
松本保健 小林　和久 32秒 58 大会新
長野養護 北條　朋輝 27秒 56
安曇養護 臼井みゅう 33秒 61
上田市 小野澤瑛次 38秒 10
長野市 田丸　明衣 37秒 81 大会新
木曽保健 土屋　勝成 39秒 94
佐久保健 河合　裕子 44秒 62 大会新

400m

上田養護 花見　竜哉 １分 00秒 70 大会新
松本養護 堀内　璃海 １分 22秒 62 大会新
長野市 霜田　勇樹 １分 14秒 52
塩尻市 宮沢　　恵 ２分 19秒 05

800m
長野ろう 谷米　　翼 ５分 27秒 80
松本養護 宮下　英治 ２分 39秒 76
塩尻市 村上　惇彦 ２分 28秒 16

1500m

松本ろう 山田　雄也 ５分 20秒 69
伊那保健 植田　　剛 ５分 57秒 76
松本市 小林　　稔 ５分 30秒 92
小諸市 塩川　昭彦 ５分 20秒 00 大会新
松本市 山田　勇佑 ４分 58秒 77

1500m

佐久保健 市川　輝海 ５分 26秒 08
佐久市 月岡　悠香 ５分 53秒 89 大会新
長野保健 関　　春樹 ６分 25秒 36
上田保健 柳沢まゆみ ９分 18秒 25

４×100
リレー 松本養護 しなの木Ａ 52秒 03 大会新

走高跳 長野養護 山本　春太 １m50

走幅跳

松本盲 登玉　優希 ５m20
松本ろう 大熊　美憂 ２m93
松本養護 山田　優斗 ４m61
佐久保健 工藤　　恵 ２m35
佐久保健 岡村　広生 ２m90

立幅跳

安曇野市 小林　隆男 １m64
飯田保健 座光寺正勝 １m73
小諸養護 依田　菜月 １m48
長野市 佐藤　良治 ２m81 大会新
佐久市 桜井　智道 ２m29

砲丸投

佐久保健 中田　裕美 10ｍ 71
長野保健 白木磯次郎 ４m11
長野保健 寺島　和夫 ８m88
飯田市 小林　一夫 ７m12
駒ヶ根市 北原　武夫 ７m77
安曇野市 高野　隆洋 ４m51

ソフト
ボール投

松本ろう 岩井　優希 ３m97
飯田保健 筒井　宏司 14m95
長野保健 名倉　房雄 33m70
長野市 望月　光秋 ９m41
長野市 手島　慎一 13m73
長野市 元田久美子 16m05
長野市 小林　尚枝 ８m50
伊那市 木村　　保 24m51
佐久市 柳澤はつ江 11m77 大会新
佐久市 渡辺　重春 19m44
佐久市 岩下　久雄 27m42
安曇野市 曽山　邦子 15m43
須坂市 宮澤　清香 ９m60
長野養護 石川　奈緒 33m13
長野養護 坂口竜之輔 64m18
長野養護 三田　有蓮 65m04
千曲市 赤羽　一紀 50m74
岡谷市 佐藤　百枝 14m98
須坂市 中島　修二 27m42
駒ヶ根市 山岸　秀治 33m61
飯山市 熊田　郁男 17m80
駒ヶ根市 堀込　雪絵 20m38

ジャベリッ
クスロー

中野市 髙山　琢人 ６m82
松本盲 中島　由貴 10m18
松本盲 清水　冴恭 13m10
松本盲 平林　太一 10m77
上田保健 大庭　一修 21m20
飯田保健 加藤　　博 20m40
飯田保健 相川　　久 18m71
長野市 中村　和正 ８m00
上田保健 岡崎華那子 ７m34
上田保健 堀内富士枝 ４m81
千曲市 塚田　博史 17m23 大会新
塩尻市 長瀬理恵子 ５m88
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水泳競技
競技 所属 氏名 記録 備考

自由形
25m

諏訪市 青木　良仁 21秒 30
松本市 佐藤　　昇 26秒 42
長野保健 廣瀬トミ子 24秒 87
長野市 花岡　竜哉 14秒 98
松本養護 田中　颯斗 15秒 48
諏訪養護 大野　透矢 28秒 55
稲荷山養護 小宮山夏海 24秒 24
伊那市 森本　雄気 21秒 34
塩尻市 松崎佳雅里 37秒 33
松本市 鈴岡　正之 33秒 86
中野市 飯塚　美貴 22秒 50 大会新

背泳ぎ
25m

安曇野市 曽山　長男 34秒 30
長野市 正村寿満子 24秒 09 大会新
千曲市 大塚　歩夢 43秒 54

平泳ぎ
25m

上田養護 土屋　輝記 21秒 52
長野養護 中澤　香七 25秒 66 大会新
駒ヶ根市 倉田　禎寛 21秒 84
長野市 中村　美穂 26秒 61

バタフライ
25m

伊那市 武田　美穂 25秒 56
佐久保健 大澤久美子 35秒 37
松本養護 杉山　　聡 24秒 43
安曇野市 木下　翔平 14秒 69 大会新
北信保健 本間　美妃 19秒 67 大会新
長野市 長原　昭子 35秒 22

自由形
50m

松本市 松尾　穂高 １分 16秒 84
長野盲 髙梨　祥平 36秒 74
飯田保健 前田　大介 42秒 27
茅野市 海野　　東 54秒 11
駒ヶ根市 小林　怜真 30秒 00 大会新
安曇養護 西山　翔一 36秒 60
上田養護 秋山　留那 53秒 84
松本市 齋藤　　剛 34秒 53
松本市 小祝　千果 34秒 23 大会新
長野市 塚田　剛也 36秒 59 大会新

背泳ぎ
50m

松本市 中東　郁葉 32秒 47
長野市 林　　大剛 48秒 84

平泳ぎ
50m

茅野市 前川　直輝 41秒 39 大会新
塩尻市 中原　　淳 45秒 12
長野市 池本　夏綺 49秒 95
長野市 山口　　強 59秒 07

バタフライ
50m 松本市 畑　　遼一 37秒 45 大会新

200ｍ
Mリレー　１組 サンクラブＤ ４分 13秒 68

200ｍ
Mリレー　２組

ウルトラ
スターズＡ ２分 49秒 71

200ｍ
Fリレー　１組 サンクラブＤ ２分 32秒 88

200ｍ
Fリレー　２組

ウルトラ
スターズＣ ２分 32秒 68

卓球競技
競技 所属 氏名 記録 備考

卓球
大町保健 加藤　雄大
須坂市 中島　拓哉

卓球

東御市 山本　高之
松本ろう 根本　大暉
長野ろう 小沢　萌水
長野市 久保田有紀
松本市 柏木　　杏
松本養護 西銘　日和
木曽保健 吉田　和彦
松本保健 上條　房人
長野市 遠田　昭一
長野市 近藤　裕之
伊那市 諸田　博章
上田市 西川　洋美
上田市 工藤　修士
上田市 大久保治男
松本市 米倉やす子
長野市 吉原　美枝
須坂市 丸山　京子
小諸市 太田美奈代
小諸市 佐藤　久代
長野市 輪湖　亮祐
長野ろう 宮下　晴多
長野養護 木内　元気
松本市 百瀬十六音
長野養護 渡辺　麗菜
伊那養護 岡村　　萌
飯田保健 菅沼　友輝
上田市 春原　彩花
飯田保健 山田　修司
上田保健 鈴木　　豊
長野市 青木　まみ
松本市 高嶋　章光
松本市 小林　隆志
茅野市 五味　弘昌

サウンドテーブルテニス競技
競技 所属 氏名 記録 備考

サウンド
テーブルテニス 茅野市 小平　嘉清

アーチェリー競技
競技 所属 氏名 記録 備考

30m・
30mコンパウンド 上田市 石井健太郎 645点

30m・
30mリカーブ 塩尻市 髙砂　佳紀 581点

50m・
30mリカーブ

長野市 延藤　麻子 543点
長野市 花崎千恵子 507点 大会新

30m・
30mコンパウンド 塩尻市 長谷川貴子 605点

フライングディスク競技（アキュラシー）
競技 所属 氏名 記録 アキュラシー

座位　５m
木曽保健 今野　　進 ４投
駒ヶ根市 松村　英城 ５投
北信保健 富澤　悦子 ５投

立位　５m
岡谷市 大和　邦彦 ３投
飯田市 小木曽　修 ８投
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立位　５m

駒ヶ根市 藤井　雅徳 ９投
駒ヶ根市 浦上　勇夫 ９投
東御市 井出　一三 10投
東御市 神村　岩男 ７投
飯山市 竹田　光一 ９投
伊那保健 征矢野文子 ２投
駒ヶ根市 伊藤　良子 ６投
中野市 柴本美智子 ６投
飯田市 田畑　英征 ６投
松本養護 黒田　　剛 ６投
松本養護 酒井　美波 ９投
松本市 小柴　佳奈 ７投
飯田市 新間　　稜 10投
北信保健 小林　剛司 ９投
上田保健 相馬　朋未 ９投
大町保健 田中　優実 ７投
佐久保健 笹沢　智人 ８投
上田保健 坪沼　二郎 ９投
諏訪保健 古林　美秋 ８投
飯田市 下平　健司 ６投
飯田市 船澤　基美 ９投
須坂市 樽井　秀男 ４投
駒ヶ根市 濱　　克治 ６投
茅野市 和田今朝子 ６投
茅野市 小松　晴美 ４投
飯田市 木下　恵子 ２投
飯田保健 渋谷　知加 ９投

立位　７m

佐久市 小林　　実 ５投
松本養護 大月　海凱 ５投
松本養護 髙野　紗雪 ４投
佐久保健 内堀　　遼 ６投
松本市 細野　優奈 ５投
安曇野市 濱　　利和 ６投
松本市 小沢　優子 １投

フライングディスク競技（ディスタンス）
競技 所属 氏名 記録 ディスタンス

座位　５m
木曽保健 今野　　進 18m11
駒ヶ根市 松村　英城 24m37
北信保健 富澤　悦子 14ｍ 02

立位　５m

駒ヶ根市 藤井　雅徳 23ｍ 40
駒ヶ根市 浦上　勇夫 23ｍ 50
長野市 山岸　　泰 22ｍ 03
飯田市 小木曽　修 27ｍ 52
中野市 関　　常司 19ｍ 12
飯山市 竹田　光一 47ｍ 82
東御市 井出　一三 24ｍ 65
安曇野市 藤巻　和司 32ｍ 56
松本盲 田中　　博 33ｍ 55
駒ヶ根市 伊藤　良子 14ｍ 11
中野市 柴本美智子 19ｍ 80
東御市 栁沢とよ子 17ｍ 39
飯田市 田畑　英征 23ｍ 47
長野養護 中込　巧也 28ｍ 83
松本養護 酒井　美波 33ｍ 53
松本市 小柴　佳奈 34ｍ 20
飯田市 幾嶋　　聡 27ｍ 43

立位　５m

飯田市 新間　　稜 19m28
諏訪保健 折井　政智 22ｍ 65
上田保健 相馬　朋未 31ｍ 23
安曇野市 斎藤　由佳 21ｍ 13
佐久保健 相馬　　強 18m67
諏訪保健 筒井　　泉 15ｍ 69
飯田市 水口　睦広 22ｍ 35
木曽保健 上田　武志 25ｍ 68
長野保健 関口　知子 13m56
須坂市 中村美代子 12ｍ 05
茅野市 和田今朝子 16ｍ 05
塩尻市 内山　由香 17m35

立位　７m

佐久市 加藤　璃乃 41ｍ 98
松本市 安藤　一郎 35ｍ 12
松本養護 鮫谷　大空 26m46
松本養護 姥貝　京芳 24m05
飯田保健 蒲　　啓介 29ｍ 34
佐久保健 澤野　正三 31m73
松本市 小沢　優子 17ｍ 97

ボウリング競技　２ゲームの合計
競技 所属 氏名 記録 備考

ボウリング

長野養護 古平　大輝 193点
松本養護 百瀬　颯人 280点
安曇養護 江本　煕龍 336点
松本養護 井伊　愛菜 215点
北信保健 中村　　繁 260点
北信保健 中村　　衛 313点
松本市 福井　正紘 233点
松本市 木下　哲史 315点
諏訪市 小口　麻希 281点
佐久市 森泉　花菜 182点
長野市 久保田　寛 317点
松本市 岩垂　竜也 299点
松本市 金井　研二 337点
飯山市 森山　英和 190点
佐久市 山崎　拓真 304点
長野市 浜野香代子 186点
伊那市 宮下　信子 203点
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修会開
かいさい

催
令和元年７月13・14日（土・日）、27・28日（土・
日）の４日間、長野市長野県障がい者福祉センター
（サンアップル）において、初級障がい者スポーツ
指導員養成研修会を開催しました。
障がい者スポーツの意義と理念、障がいの理解、
安全管理、障がいに応じたスポーツの工夫・実施、
障がい者との交流など障がい者スポーツに関する
様々な講義・実技を行いました。
今年度は26名の方が受講を修了し、初級障がい
者スポーツ指導員の認定を受けました。
修了された皆様、障がい者スポーツの振興と発展
のためご協力をお願いします。
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信濃グランセローズの選手の皆さまにご協力頂き、訪問野球教室を開催しました。
今年度は松本養護学校に始まり、稲荷山養護学校、花田養護学校、長野ろう学校の４
校を訪問しました。野球教室では選手と一緒に準備体操・キャッチボール・バッティン
グなどを行いました。野球はもちろん、教室終了後にはサイン会や、写真撮影など、選
手との交流を楽しみました。

▼松本養護学校　５月９日（木）
中・高等部66人が参加しました。
体育では野球やソフトボールをやる機会があまりないそうで、みんな楽しそうに取り組んでい
ました。レベルによる３グループに分かれて選手から指導をしていただきました。最後には写真
を撮ったり、少しの時間でしたが野球やグランセローズの選手と触れ合いこども達の笑顔を見る
ことができました。

▼稲荷山養護学校　６月４日（火）
中等部約40人が参加しました。
経験や動けるレベルによって３グループに分かれ、グループに選手が一人ずつ入りキャッチ
ボール、バッティング練習をしました。経験者の多いグループではゴロやバウンドボールのキャッ
チの仕方も教わりました。

▼長野ろう学校　６月25日（火）
中学部の生徒10人が参加しました。
最初にキャリア学習を行い、みんなが考えた選手への質問に答えてもらう時間をもちました。
グラウンドに場所を移し、３グループに分かれてのキャッチボールやティーバッティングの指導
を受けたり、選手の実演を間近で見たりしました。バッティング練習では選手が守備に入り、大
きな当たりがでるとみんなで大盛り上がり。野球経験者もいて終始楽しく盛り上がりました。終
わりにはみんなで写真撮影をしたり、サインをもらったりと楽しい時間を過ごしました。

▼花田養護学校　７月19日（金）
小・中学部の生徒19人が参加しました。
最初に選手と準備体操を行い、丸い輪になってのキャッチボールやティーバッティングの指導
を受け、ティーバッティングでボールを打ち一塁まで走る練習を行いました。選手のキャッチボー
ルのデモンストレーションでは間近で見るとボールの速さと風を切る「シュッ」という音が聞こ
えてきました。
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◦�スラロームが意外に難しくて、車椅子を操作するのが大変だったけど、１回目より、
２回目の方がうまくできたので良かったです。
◦�スポーツ吹矢もボッチャも車いすスラロームもその他の楽しいゲームスポーツも初
めての経験でとても楽しく参加させていただきました。「また、ぜひやってみたい」
とつぶやいていました。

◦ペアでボランティアについていただいた方も大変優しく思いやりをもって接していただきとてもう
れしくありがたかったです。
◦ちょうどパラスポーツに興味を持ち、こども新聞を書くためにも必要だったのでいいタイミングで
情報が入手できてよかったです。この事業が、いろんな人に知られて参加者増えればと思いました。

わくわくスポーツ体
たいけんかい
験会

８月12日（月・祝）安曇野市堀金総合体育館にてわくわくスポーツ体験会を開催し
ました。９人の参加者が集まり午前はスポーツ体験会、午後はスポーツ吹矢体験を行い
ました。スポーツ体験をみんなで楽しく終えることができました。
ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

午前のスポーツ体験では、スラローム・ボッチャ・
フライングディスク・ビーンバック投げ・ツインバス
ケットボールの５種目を体験しました。

午後のスポーツ吹矢体験は長野県スポーツウエルネ
ス吹矢協会障がい部にご指導をいただきました。
スポーツ吹矢を初めてやる人がほとんどでしたが、
丁寧かつ分かりやすいご指導のおかげでみんな的に命
中させることができました！！

参加者の
感想
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スキー大
たいかい

会
令和２年２月２日（日）
会場：飯綱高原スキー場
参加資格：�県内に居住する13歳以上の障が

いのある方
大会前日の２月１日（土）午後に体験教室も開催します。
スキーを始めたい方、上達したい方はご参加ください。
今回もたくさんの選手皆さんの参加をお待ちしております！

キッズ支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

 ウィンターキャンプ
令和２年２月22・23日（土・日）
開催場所：車山高原スキー場
１泊２日でウィンターキャンプを行います。スキー・バイ
スキー・チェアスキーをやりたい方お集まりください！
参加資格：�県内に居住する18歳未満の障がい児・者とその

家族
募集人数：�15組　最大45名まで　応募多数の場合は抽選を

行います。
ご家族の皆さんで一緒に参加できます。一緒にスノースポー
ツを体験しましょう！

第
だい

16回
かい

長
なが

野
の

車
くるま

いすマラソン大
たいかい

会
令和２年４月19日（日）8:30スタート
ハーフマラソン（21.0975km日本陸連公認コース）
【START】長野赤十字病院前交差点（長野市若里）
【FINISH】長野オリンピックスタジアム前
� （長野市篠ノ井東福寺）
今回で第16回となる長野車いすマラソン大会に出場す
る選手の募集が始まっています。（募集締切り令和２年１
月17日（金））
長野マラソンと同時刻スタート、コースを一部併用することで、さらなる障がい者スポーツの振興と
障がい者の社会参加の促進に寄与することを目指しています。
全国から集まる車いすランナーへ沿道での精一杯の応援をお願いします！！

❖ 長野車いすマラソン大会フォトコンテスト開催�❖
フォトコンテスト募集期間：令和２年４月１日（水）～４月30日（木）必着
あて先：長野車いすマラソン大会事務局　〒381-0008　長野市下駒沢586
たくさんのご応募お待ちしております！！
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デフリンピック出場選手に対しトップアスリート支援事業から
支援金を交付しました
2019年12月12日（木）～21日（土）までイタリア・ヴァルテッリーナ、ヴァ
ルキアヴェンナ地方で開催される「第19回冬季デフリンピック競技大会」に日本
代表選手としてアルペンスキーに出場する長野県関係の中村晃大選手（松川村）
に対し、トップアスリート支援事業から支援金を交付しました。
長野県障がい者スポーツ協会では、パラリンピック、デフリンピック等の国際
競技大会に出場するトップアスリートを支援し、その活躍により障がいのある子
どもたち等のスポーツへの取り組み意欲の喚起と、県民へ障がい理解の促進に寄
与することを目的とした支援を行っています。

2027年第27回全国障害者スポーツ大会
長野県大会競技会場地市町村選定状況

2027年に長野県で開催する、第27回全国障害者スポーツ大会競技会場地市町村は、令和元年（2019
年）７月25日開催の第４回総務企画専門委員会において審議して内定し、７月31日開催の第３回常任
委員会において次のとおり決定となりました。まだ調整中の競技もあり、今後、選定を進めてまいります。

No 区分 競　技　名
障害区分※ 3

市町村名 開催予定施設 内定身　体
障がい

知　的
障がい

精　神
障がい

１

個
人
競
技

陸上競技 ○ ○ － 松本市 松本平広域公園陸上競技場 １次

２ 水泳 ○ ○ － 長野市 長野運動公園総合運動場
総合市民プール １次

３ アーチェリー ○ － － 佐久市 佐久総合運動公園陸上競技場 １次

４ 卓球 ○ ○ ○※1 岡谷市 岡谷市民総合体育館 １次

５ フライングディスク ○ ○ － 調整中

６ ボウリング － ○ － 長野市 ヤングファラオ １次

７ ボッチャ ○※2
重度 － － 調整中

８

団
体
競
技

バスケットボール － ○ －

長野市

真島総合スポーツアリーナ
長野運動公園総合運動場総合体
育館
南長野運動公園総合運動体育館
のいずれか

１次
９ 車いすバスケットボール ○ － －

10 ソフトボール － ○ －

伊那市

伊那スタジアム
伊那市営球場
富士塚スポーツ公園運動場
美すずスポーツ公園運動場
のいずれか

１次11 グランドソフトボール ○ － －

12 フットベースボール － ○ －

13 バレーボール ○ ○ ○ 調整中

14 サッカー － ○ － 調整中

凡例）○：競技あり、－：対象競技なし
※１　卓球は、2019年茨城大会から実施
※２　ボッチャは、2021年三重大会から実施予定
※３�　身体障がいは身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳を、知的障がいは厚生事務次官通知による療育手帳を、精神障が
いは精神保健法及び精神障害者福祉に関する法律に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。

競技数 市町村数

第１次選定 個人５、団体５ ５

調　整　中 個人２、団体２ ─
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温かいご支援ありがとうございます。
次の方々にご加入いただいております。� 敬称略50音順・令和元年11月21日現在
� （会員名公表可の方のみ掲載しています）

協会では会員を募集しています。障がい者スポーツにご理解とご協力をお願い致します。

公益財団法人　長野県障がい者スポーツ協会
〒381-0008　長野市大字下駒沢586　TEL：026-295-3661 FAX：026-295-3662
E-mail: info@nsad.or.jp　URL:https://www.nsad.or.jp/

皆様からいただいた会費は、当協会が行う障がい者スポーツの普及・振興のための事業に活用させていた
だいております。引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます。

※当協会に対する賛助会費は、個人、法人それぞれに税法上の優遇措置が適用されます。

賛助会員　個人　3,000円 賛助会員　団体　10,000円

賛助会員（個人） 賛助会員（団体）

荒木武貴 北田和弥 関紘一 町田正

浅沼直美 北村淳子 瀬在秀雄 松尾勝永

有水聖貴 工藤修士 瀬戸斉彦 松田訓広
（弁当の松田）

飯田えい子 倉石順子 袖山真澄 松本馨代

五十嵐景子 黒岩丈幸 田上仁 丸山級治

伊澤喜久子 監物直美 高池武史 丸山雅清

伊東一雄 神戸正則 竹田光一 三澤孝義

伊藤利博 小林和照 竹村幸男 三澤拓

今清水康恵 小林隆男 立岩久忠 水野耕平・
　　泰子

岩松綾香 小林春次郎 田中功一 峯村高広

上原孝雄 小林靖雄 田中優実 三村一郎

内山清 小松昌久 谷川みち子 宮沢いく子

内山充栄 斎藤伸次郎 田畑文徳 宮沢武利

浦野憲一郎 酒井雅木 土屋慶子 宮野尾修三

大谷洋 桜井一男 戸田智万 宮本憲一

大角貞夫 佐々木正雄 戸谷雄一 宮本伸一

小笠原好一 笹田久夫 中沢芳江 村上正之

小笠原節夫 佐藤佐紀 中田たか子 村松保男

小坂利雄 佐藤則之 中塚誠 本木匡弘

小野智子 沢野正三 永原弘康 守屋正造

春日光雄 柴田豊 羽柴富久美 山口由華

加藤義明 清水伸 長谷川誠 山田靖

上條房人 清水久美子 原秀和 山本杉樹

神代由紀代 清水剛一 半田愛花 山本英紀

唐木弘子 清水広邦 半田直道 由井正巳

唐沢清明 霜田純子 東美智子 若狭利行

北沢榮一郎 杉山暁人 蕗沢正紀 渡辺孝次

北島文雄 鈴木文雄 藤沢広信 渡辺進

北島洋子 春原大輔 堀内六十三

ABC株式会社 信濃医療福祉センター
JAM多摩川精機労働組合 信濃毎日新聞社
JA長野中央会・各連合会・各県本部 しなのメイト株式会社
NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ 社会医療法人恵仁会
NPO法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
浅間技研工業株式会社 社会福祉法人ながのコロニー
飯田信用金庫 新光電気労働組合
一般社団法人安曇野市医師会 須高建設株式会社
一般社団法人塩筑医師会 諏訪信用金庫
一般社団法人上伊那医師会 双信電機株式会社
一般社団法人上水内医師会 第一生命保険株式会社長野支社
一般社団法人木曽医師会 高沢産業株式会社
一般社団法人更級医師会 千曲アプリコットスポーツクラブ
一般社団法人諏訪郡医師会 千曲川ロータリークラブ
一般社団法人千曲医師会 電機連合長野地方協議会
一般社団法人長野県医師会 東武トップツアーズ株式会社　長野支店
一般社団法人長野県理学療法士会 長野県商工会連合会
一般社団法人松本市医師会 長野県信用金庫協会
医療法人林整形外科医院 長野県電動車椅子サッカー協会
上田信用金庫 長野県労働金庫
岡谷酸素株式会社 長野信用金庫
株式会社アイデスク 長野ツーリスト株式会社
株式会社いとう 長野電子工業株式会社
株式会社井上 中野土建株式会社
株式会社エムウェーブ 長野都市ガス株式会社
株式会社オーク製作所 長野トンボ株式会社
株式会社荻野屋 長野三菱自動車販売株式会社
株式会社相模組 鍋林株式会社
株式会社サニクリーン甲信越 八十二システム開発株式会社
株式会社サンタキザワ 八十二リース株式会社
株式会社高木酒店（酒のスーパータカぎ） 半田社会保険労務士事務所
株式会社武重商会 東日本電信電話株式会社　長野支店
株式会社タヤマスポーツ ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社総務部　総務課
株式会社電算 プレステージ株式会社
株式会社トーエネック長野支店 フレックスジャパン株式会社
株式会社ながのアド・ビューロ ペンション　マ・メゾン
株式会社長野銀行 ホクト株式会社
株式会社ながの東急百貨店 北陽建設株式会社
株式会社バディー 北陸コカコーラボトリング㈱広報環境部　長野県担当
株式会社マナテック ホテル信濃路
株式会社安井建設 松本ガス株式会社
株式会社ユタカ 松本信用金庫
上伊那農業協同組合　総務企画部　人事教育課 松本ハイランド農業協同組合
キッセイ薬品工業株式会社 南木曽発条株式会社
国際ソロプチミスト長野-みすず 有限会社ＢＩＧＷＡＶＥ
佐久ロータリークラブ 有限会社クモイエージェンシー
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