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ご家族始め関係者のみなさん　ありがとうございました

茨城県の各地で　お待ちしています！！

当たり前にそのつもりだった

ところが　９日の夕刻

「台風１９号北関東を直撃か」

との　可能性が濃厚になる中　茨城県の実行委員会からの

第一報が　愛知の事務局にもたらされた

バレーボール身体　ソフトボール

　水泳について　競技を中止します！

競技会場は勿論のこと　宿舎も分散しますが　「チームあいち」として　心はひとつ

陸上競技（26名） 水泳（8名） 卓球（10名） フライングディスク（12名） ボウリング（4名）
選手 伊藤章義 選手 滝尚悦 選手 藤井隼 選手 稲垣清二 選手 二宮鈴香 選手 池田理紗

青木一美 古田寛季 岡島貫太 土平泰生 嶋龍之介 熊切隆一

山口拓 河合亮 塚本由香 野平正子 内山賢 稲熊笑花

横井信之 森美優 伊藤聡美 近藤樹 辻慈湧 吉村凌

佐々木拓也 光田愛美 豊﨑響 安田喜美代 鈴木沙理

近藤秀 野本資喜 弘中麻理奈 原田大地 高津達徳

宇野信護 福田康多 濱本真太郎 中島基晶 鴨下昇汰

松下佳生 道端優太 柴田俊祐 朝倉華音 坂井千浩

可児海斗 紀藤瞭太 森和也 酒井香奈

林田羽音 村松恵梨子 鳥居太一

古川颯真 内藤洋充

イシザカ勇気 小川凜

鈴木直仁

足立直生

板倉直也

立岩杏菜

水流奈菜美 事務局が関係役員と競技に結果　個人競技は全員予定通り　名古屋駅から

出発

愛しる　あい知　「シャッチー」「コッコちゃん」のゆめ日記
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「チームあいち」

茨城に！！

愛知県選手団　１８６名　　 （敬称略）

個人競技の　選手

名古屋駅に集合「壮行・出発式」

「のぞみ号」に乗車



北信越・東海の代表として　

バスケットボール バレーボール ソフトボール

知的　男子 知的　女子 身体　男子 知的　男子

監督 野村俊文 監督 辻望美 監督 水野伸好 監督 森　基成 監督 清水亨

アシスタントコーチ 小笠原寛樹 アシスタントコーチ 石毛克岳 コーチ 阿部秀一 コーチ 孫野健一 コーチ 堀田聡司

アシスタントコーチ 森川貴弘 アシスタントコーチ 早川陽子 マネージャー 水野由美子 コーチ 戸村悠 コーチ 髙野浩昌

選手 藤谷一史 選手 加藤紗織 手話通訳者 後藤康則 選手 加藤啓介 選手 松尾尚也

朝野太一 岩田朱莉 選手 猪谷雅樹 大堀竜佑 大西暉人

久野雅人 豊原直美 大西海輝 平野圭人 鈴木裕二

伊藤竜星 井藤温子 秋元翔馬 富田将太 小松元

石坂駿 加藤里英 伊藤忍 兼松大貴 白井翔也

山田大臣 蟹江菜月 福山斗真 滝本侑弥 前田拓人

林和叡 平澤心 阿部航也 森川勇輝 白井大貴

鈴木龍斗 竹内花 大西健斗 小川樹哉 宮本賢太

平生楓 柴垣真優 内村竜也 長嶋大夢 上浦友輔

寺岡舜哉 遠山綾菜 﨑田雅大 武田真斗 近藤旭朗

鈴木直希 徳岡遥 小林大樹 坂井田透耶 石川翔也

藤澤風夢 前田穂菜美 濱野聖大 坂下春樹 石川福男

神田厳志

団長 山本雅夫 バレーボール身体　ソフトボールは　出発を断念した

総監督 谷口政博

総務 伊神侑樹

長谷川直之

林　徳子

谷口恵美 選手のベストを　全力でサポートします　何があっても笑顔が一番

江口慶高 名古屋駅に帰ってくるまでは！！

陸上競技 水泳 卓球 フライングディスク ボウリング
身体監督 伊藤守弘 知的監督 成瀬弘司 監督 志賀眞弓 監督 小野　隆 監督 榎本博文 監督 横井真実

チーフコーチ 浦井久子 チーフコーチ 柴田達也 チーフコーチ 川本俊則 チーフコーチ 浦野賢治 チーフコーチ 伊奈佳輝 チーフコーチ 山岡　亨

コーチ 米津毅夫 コーチ 栗林三奈子 コーチ 都築裕子 コーチ 能津闡子 コーチ 高木里美

田嶋利夫 横山龍子 足立利幸 河邉雄貴 松井ゆかり

矢頭主税 鈴木千恵 近藤一馬 神谷ひとみ 片山良明

井上康司 伊藤浩二 大橋健太郎 南出雅彦

都築僚介 杢野晃教 薮内敏彦 森田欣也

北角　治 佐竹恵利子

横井和光

平岩　淳

村上城如

松井みゆき

手話通訳者 若山晶子

看護師 白瀧美智留

団体競技の　選手・役員

役員・個人競技の役員

名古屋駅に集合　壮行・出発式





新幹線にて



道中　茨城からの連絡　

ボウリングも中止

そして　大会そのものが　中止されるらしい

決定ではないが　そんな　ニュアンスの連絡となった



それでも　笑顔で

駅では　県市民の皆さんの拍手で　

あたたかく迎えられた

茨城に到着

やっとついた

待ってたよ

水戸





おつかれさまでした

実施本部員さん

６号に　続く


