
平成２６年１０月２７日 

 

 

 

 

 

 

 

第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」 

石川県選手団壮行式について 

 

１ 日 時  平成２６年１０月３０日（木）  ９：００～９：２０ 

 

２ 場 所  県庁行政庁舎正面玄関前県民広場（雨天時は県庁舎１階エントランスホール） 

 

３ 出席者  石川県知事 谷本 正憲、石川県選手団 ４１人ほか関係者 

 

４ 式次第 （１）選手紹介 

      （２）団旗受け渡し 

      （３）激励の言葉     石川県知事           谷本 正憲 

                  石川県障害者スポーツ協会会長  紐野 義昭 

      （４）激励費授与 

       （５）選手宣誓         石川県代表選手         奥野 哲平  

                                  南  ゆかり                                                                                                                  

      （６）選手団代表の挨拶 石川県選手団団長             杉森 重廣 

（石川県障害者スポーツ協会副会長） 

 

５ 石川県選手団 

      （１）選手 ２３人（別紙参照） 

      （２）役員 １８人（別紙参照） 

 

６ 成績発表について 

       平成２６年１１月４日（火）１０時に予定しています。 

 

７ その他  大 会 名 第１４回全国障害者スポーツ大会〔愛称「長崎がんばらんば大会」〕 

       開催期間 平成２６年１１月１日（土）～３日（月・祝） 

       開催場所 長崎県立総合運動公園陸上競技場（諫早市）ほか 

             

（問い合わせ先） 

障害保健福祉課 

課長 宮崎 高裕 

外線  076-225-1425 

内線   4080 



第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」の概要 

 

１ 目 的 

第１４回全国障害者スポーツ大会（以下「大会」という。）は、異国情緒あふれる

歴史や文化をもち、平和を強く願う長崎県で開催される障害者スポーツの祭典である。 

この大会では、「がんばらんば」のかけ声とともに、スポーツを楽しみ、障害のあ

る人もない人も共に支え合い、感動を分かち合い、それぞれの夢に向かってはばたく

大会を目指し、「『交流』みんな！ひとつになろう！」「『感動』みんな！輝こう！」

「『挑戦』みんな！はばたこう！」を基本方針として、国民の障害に対する理解を一

層深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的とする。 

あわせて「とどけよう スポーツの力を東北へ！」を合言葉に、東日本大震災から

の復興の促進につながる大会とする。 

 

２ 名 称 

第１４回全国障害者スポーツ大会 （愛称「長崎がんばらんば大会」） 

 

３ 大会スローガン 

「君の夢 はばたけ今 ながさきから」 

 

４ 主 催 

（公財）日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、長崎県、長崎市、佐世保市、島原

市、諫早市、大村市、長与町、時津町、（社福）長崎県社会福祉協議会、（一社）長

崎県身体障害者福祉協会連合会、（一社）長崎県手をつなぐ育成会、（一社）長崎県

知的障がい者福祉協会、長崎県精神障害者団体連合会、長崎県精神障害者家族連合会、

長崎県障害者スポーツ協会、（公財）長崎県体育協会 

 

５ 競技運営主管団体 

（一財）長崎県陸上競技協会、長崎県水泳連盟、長崎県アーチェリー協会、長崎県卓

球連盟、長崎県障害者フライングディスク協会、長崎県ボウリング連盟、長崎県バス

ケットボール協会、長崎県ソフトボール協会、（一財）長崎県バレーボール協会、（一

社）長崎県サッカー協会 

 

６ 大会期日 

平成２６年１１月１日（土）～３日（月・祝） 

 

７ 開・閉会式及び競技会 

別紙参照 

 

８ 参加予定人員 

約５，５００人（選手 約３，５００人、役員 約２，０００人） 





氏　　　名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性
別 出場種目
障害
区分

伊藤　皓平 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 男 ソフトボール投・砲丸投 聴覚

坂本　友美 ｻｶﾓﾄ ﾕﾐ 女 ５０ｍ・スラローム 肢体

森　充則 ﾓﾘ ﾐﾂﾉﾘ 男 ５０ｍ・ビーンバッグ投 肢体

柳澤　知栄 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾁｴ 女 ８００ｍ・１５００ｍ 聴覚

山田　裕貴 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｷ 男 ８００ｍ・１５００ｍ 聴覚

吉田　外喜雄 ﾖｼﾀﾞ ﾄｷｵ 男 １００ｍ・１５００ｍ 視覚

奥野　哲平 ｵｸﾉ ﾃｯﾍﾟｲ 男 ８００ｍ・１５００ｍ 知的

音　信之介 ｵﾄ ｼﾝﾉｽｹ 男 ８００ｍ・１５００ｍ 知的

中祢　優佑 ﾅｶﾈ ﾕｳｽｹ 男 １００ｍ・ソフトボール投 知的

村田　隆弥 ﾑﾗﾀ ﾀｶﾔ 男 ２００ｍ・４００ｍ 知的

山口　龍誠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 男 １００ｍ・２００ｍ 知的

南　ゆかり ﾐﾅﾐ ﾕｶﾘ 女 25ｍ自由形・50ｍ平泳ぎ 肢体

奥出　貴之 ｵｸﾃﾞ ﾀｶﾕｷ 男 25mバタフライ・50m自由形 知的

山田　茉弥 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾔ 女 一般卓球 聴覚

渡辺　康春 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾊﾙ 男 一般卓球 知的

開田　正一 ﾋﾗｷﾀﾞ ｼｮｳｲﾁ 男 サウンドテーブルテニス 視覚

市川　智英 ｲﾁｶﾜ ﾄﾓﾋﾃﾞ 男 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ｱｷｭﾗｼｰD5 聴覚

虎谷　則之 ﾄﾗﾀﾆ ﾉﾘﾕｷ 男 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ｱｷｭﾗｼｰD5 肢体

半田　義広 ﾊﾝﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 男 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ｱｷｭﾗｼｰD5 肢体

北嶋　甲斐 ｷﾀｼﾞﾏ ｶｲ 男 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ｱｷｭﾗｼｰD5 知的

林　美穂 ﾊﾔｼ ﾐﾎ 女 ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ･ｱｷｭﾗｼｰD5 知的

大杉　和雪 ｵｵｽｷﾞ ｶｽﾞﾕｷ 男 ボウリング 知的

山田　昭夫 ﾔﾏﾀﾞ ｱｷｵ 男 ボウリング 知的

名　　　前 フリガナ 性別

杉森　重廣 ｽｷﾞﾓﾘ ｼｹﾞﾋﾛ 男

宮崎　高裕 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 男

寺本　重和 ﾃﾗﾓﾄ ｼｹﾞｶｽﾞ 男

濱野　正巳 ﾊﾏﾉ ﾏｻﾐ 男

片山　敏弘 ｶﾀﾔﾏ ﾄｼﾋﾛ 男

須鹿　真人 ｽｶﾞ ﾏｻﾄ 男

中村　智子 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｺ 女

橋本　翔 ﾊｼﾓﾄ ｶｹﾙ 男

谷向　達也 ﾀﾆﾑｶｲ ﾀﾂﾔ 男

南出　一康 ﾐﾅﾐﾃﾞ ｶｽﾞﾔｽ 男

森　桃子 ﾓﾘ ﾓﾓｺ 女

石崎　孝子 ｲｼｻﾞｷ ﾀｶｺ 女

中　貴一 ﾅｶ ｷｲﾁ 男

橋爪　二美代 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾌﾐﾖ 女

山田　圭一 ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｲﾁ 男

藤井　早智 ﾌｼﾞｲ ｻﾁ 女

作間　祥一 ｻｸﾏ ｼｮｳｲﾁ 男

東川　倫子 ﾋｶﾞｼｶﾜ ﾐﾁｺ 女

所　　　　属

青山彩光苑ワークセンター田鶴浜

かほく市

小松市

ろう学校

スペシャルオリンピックス日本・石川

錦城特別支援学校

卓球

陸上競技

いしかわ特別支援学校

青山彩光苑リハビリテーションセンター

白山市

金沢市

仏子園

県障害者スポーツ協会副会長
県身体障害者団体連合会会長

県障害保健福祉課

ふれあい工房あぎし

ろう学校

県障害者スポーツ指導者協議会
ボウリング

春風クラブ

県障害保健福祉課

青山彩光苑リハビリテーションセンター

いしかわ特別支援学校

七尾市

加賀市

仏子園

県障害者スポーツ指導者協議会

県障害保健福祉課

県卓球連盟

県障害保健福祉課

春風クラブ

ろう学校

青山彩光苑リハビリテーションセンター

県障害保健福祉課

県障害保健福祉課

第１４回全国障害者スポーツ大会　個人競技　石川県選手団名簿

所　　　属

春風クラブ

シェア金沢

ろう学校

春風クラブ

春風クラブ

春風クラブ

青山彩光苑リハビリテーションセンター

役職

ボウリング

役員 水泳

－

－

フライングディスク

担当競技

県障害者スポーツ協会


県障害保健福祉課

個人競技代表選手23名（身体12名･知的11名）

競技

陸上

水泳

卓球

フライングディスク

総括

団長
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