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Update

登録 アスリート数：1,848名

正会員数：959名
 （2022年10月31日現在）

　期間中は大会実行委員会をはじめ、多く
の競技役員、ボランティアの方々に支えられ、
大きな怪我や事故もなく無事に全ての日程
を終えることができました。大会への派遣を
無事終えられましたのも、皆様のご支援、ご

対応の賜物であり、心より感謝申し上げます。
　 今回 の 大会 のスロ ーガン は「Power of 
Smile ～だれもが輝ける場所へ。～」です。
アスリートの競技成績もそれぞれありました。
はじめてメダルを取った人、メダルを取れ
ずに悔しい思いを持った人。良い成績を残
す事だけでない、この3日間で経験できたこ

と、この場にいた事、そこで何を得ることが
できたかを振り返る大切さ。アスリート一人
ひとりがそれぞれ精一杯頑張ったからこそ
の輝ける場所になったと思います。
　最後に皆様のご協力、ご支援無くして選
手団としての活動はできませんでした。
　改めて厚くお礼を申し上げます。

東京山王ロータリークラブ

　11月4日 ( 金 )、5日 ( 土 )、6日 ( 日 ) の3日間、「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」が広

島県で開催されました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大で、「冬季ナショナルゲーム・

北海道」が直前で中止となったため、4年ぶりの全国大会です。

　開会式は、原爆ドーム近くの県立総合体育館大アリーナで行

われ、全国から約850名のアスリートが、元気に入場しました。

スポーツ庁長官、県知事などの列席のもと、有森裕子大会会長

が、大会が開催できること

に感謝し、アスリートに熱い

エールを送りました。

　東京からはアスリート69名、帯同者（団長、副団長、コーチ、

追加スタッフ）27名、総勢96名が7競技に参加。日頃の練習の

成果を精いっぱい披露しました。

　好天に恵まれた3日間。各競技の熱戦の模様は別紙でご覧く

ださい。

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円　年会費：5,000 円
（法人）入会金：5,000 円　年会費：10,000 円
（一口）年 ： 3,000 円〜

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership
※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

賛助会員

正 会 員

法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

◦年末年始休暇　12月29日（木）〜1月4日（水）

◦2023年度定期総会　2023年3月11日（土）
訃 

報

元副理事長／三井 嬉子さん
2022年11月23日ご逝去されました。( 享年83)
創立当初より多大なるご支援ご協力を賜り、長年 SON・東京を支
えてくださいました。謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。

事務局から
お知らせ

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます 

SON・東京はこの度、READYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご
寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承ることになりました。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございましたら、以下の宛先
までお気軽にご連絡ください。

遺贈・相続寄付についてのお知らせ

お電話でのご相談・資料請求

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 0120-948-313（通話料無料）
⃝受付時間：平日10:00～17:00（年末年始を除く）

⃝レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 https://izo.readyfor.jp/
寄付のご意向や詳細が決まっていなくても構いません。何度でも無料で
対応してくれます。READYFOR 社は、これまで約 2 万件の社会活動を
支援している会社です。

オンラインでのご相談・資料請求
右の QRコードを読み込み、フォームにて
ご連絡ください。

Power of Smile 〜だれもが輝ける場所へ。〜
「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」開催

お買い物するだけで寄付できます !

ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

近藤秀雄選手団長コメント

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、
クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、
さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは、
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
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謝の気持ちでいっぱいになりました。付

添のファミリーも、「こんなに本格的なボー

ト体験させてもらえるとは思わなかった」

と驚き、喜びにあふれていました。

　なかなか体験できない、競技ボートに

乗る、という体験。次の機会には、ぜひみ

なさんも挑戦してみてはいかがでしょうか？

(レポート／ SON・東京　増田絵里 )
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3競技でコーチクリニックを実施

丸文株式会社がコカ・コーラ社支援型自動販売機を設置

スペシャルオリンピックス日本・東京では、
日常のスポーツトレーニングをボランティア
としてサポートするコーチを対象に、コーチ
クリニックや認定コーチ研修会を行っていま
す。本年は8月と11月に、「ボウリング」「競技
チア」「ショートトラックスピードスケート」と
いう3競技のコーチクリニックを実施しました。
　GOAとオンラインの競技座学、そして、こ
のコーチクリニックを受講し、その競技のス
ポーツトレーニングに10時間（5回）以上コー
チとして参加することで、その競技の認定コー
チの資格を得ることができます。

中央区にある丸文株式会社は、社内カ
フェラウンジに「支援型自動販売機」（缶と
カップそれぞれ1台）を設置しました。こ
の自販機 の 売上 の 一部 は、SON・東京 の
活動費として寄付されます。

広々とした空間で、ゆったりと過ごせる
同社のカフェラウンジは、昼食や休憩、打
合せで多くの社員が利用するそうです。

▪ボウリング
◦実施日：8月28日 ( 日 ) ◦会場：東京ポー

トボウル　◦参加人数：19名
◦内容：ボールの選び方、レーンでの4歩助

走、立ち位置の決め方、ボールの持ち方、
構えた時のボールの位置、様々な投球方
法の説明等

▪競技チア
◦実施日：11月13日 ( 日 )　 ◦会場：トキワ

松学園中学校高等学校体育館
◦内容：動画 に あ わ せ て受講者 がアー ム

モーションやステップを学ぶ。スペシャル

支援型自販機は活動支援に加え、知名
度アップに大いに役立つと信じています。

今後、ご自宅や勤務先等で自動販売機
の導入や入れ替えを検討される際は、ぜ
ひこの「支援型自動販売機」を、選択肢の
1つとしてお考え下さい。

詳しくは、SON・東京事務局まで、よろし
くお願いいたします。

今年もチャリティコンサート実行委員会から多額の寄付
長年にわたりSON・東京を支援してきた

「スペシャルオリンピックス日本・東京を
応援する会」が、今年もチャリティコンサー
トを開催しました。

昨年は、コロナウイルス感染症蔓延の影
響もあり、人数制限をした開催となりまし
たが、本年は感染者数の低下を受け、かつ
ての形を取り戻すことに。とはいえ入場・退
場、休憩時には密になる状況を作らないよ
う、また、人と人とが接触する機会を減らす
よう、十分感染予防対策を整えたうえでの
開催でした。

「今回 は 特 に、コンサ ート専用 ホ ーム
ページを作成するとともに、チケット販売

にネットを活用し、なおかつ外部業者と提
携するなど、様々な工夫を凝らしたことで、
ほぼ満席での開幕となりました。
　おかげで収益も順調に上がり、SON・東
京に対して多額の寄付をすることが可能
になりました。この場を借りて、ご来場・ご
支援いただいた皆様に、あらためて感謝
を申し上げます」( 実行委員会コメント)

【 開 催 概 要  】
◦日時 /2022年10月2日 ( 日 )　14:00開演
◦会場 / 紀尾井ホール
◦出演 / ◎ピアノ：宮谷 理香、福間 洸太

朗、松田 華音、（高校生デュオ）八木 大
輔、秋川 風雅

◎チェロ：水谷川 優子
◦内容 / 人気と実力を兼ね備えた3人のピ

アニストによる、世代を超えた演奏を披
露することで、クラシック音楽の新たな
魅力をお 届 けした。あわ せて、高校生
デュオによる新時代の風を感じる演奏
も楽しんでいただいた。

ハンズオン東京のイベントに出展

3年ぶり。東京海上日動ボート部のボート体験会に参加

世田谷区「雑居まつり」に参加

　9月25日 ( 日 )、SON・東京のプログラム

に団体としてボランティア参加しているハ

ンズオン東京 のイベント「LIVES TOKYO

2022」に参加しました。

　このイベントは、「一人ひとりの個性が

輝き、みんなが一緒になって仕事をし、ご

はんを食べて、楽しく笑えるようなあたり

前の社会を作る」をテーマに、2017年か

ら継続的に開催されています。

　ブースでは、SON・東京の活動紹介と共

に、フィギュアスケート・プログラムのファ

ミリーが製作した小物を、チャリティグッ

ズとして販売。メインイベントである講演

会の前後や休憩時に、たくさんの方が足

を運んでくれました。

　SON・東京についての問合せや質問も

いくつかあり、広報委員会による PR 活動

としての役割も十分果たせました。グッズ

の売上げは、製作費を除いた全額をご寄

付いただき、ファンドレイジングとしても

貴重な機会になりました。

　10月9日 ( 日 )、3年ぶりに世田谷区羽根

木公園での「雑居まつり」に参加し、活動

の紹介とバザーを行いました。

　これまでは、バザー品の販売やビンゴ

ゲームを、アスリートに体験させることも

一つの目的でしたが、今回は様々な規制

もあり、アスリート会とバスケットボール・

プログラムのファミリー、ボランティアの

みの参加となりました。

　雑居まつりは、いわゆるフリーマーケッ

トや普通のバザーと異なり、ボランティア

と福祉を考える市民手作りのお祭りです。

参加は、障害者福祉や多文化共生、環境

保全などをめざす団体ばかり。こうしたイ

ベントに参加することは、スペシャルオリ

ンピックス活動の一環として大変意義の

あることです。

　事前会議への参加やバザー品の管理、

搬入・搬出等々、とても手間が掛かります

が、来年以降も継続できることを期待して

います。

　10月9日（日）、3年ぶりの開催となった

「 ボ ート体験会 」が、埼玉県 の 戸田公園

漕艇場にて行われました。東京海上日動

ボート部の招待イベントで、今回は4名の

アスリートが参加しました。 

　体験したのは、漕ぎ手が4人の「ナック

ルフォア」と呼ばれる競技用ボート。ボー

ト部 ( 現役と OB・OG)3名 に SON・東京 の

アスリート1名が一緒に乗船するのですが、

オールを漕ぐだけでも難しいのに、さら

に仲間と息を合わせることが何より大切と

いうことで、緊張感たっぷりです。しかも、

漕艇場は他のクラブも利用しており、特に

この日は、新人大会を前に練習に励むチー

ムで、なかなかの混雑ぶり。そのため、ス

タート当初はかなりゆっくりと進まざるを

得なかったのですが、折り返しの復路で

は水上を滑るように帰ってくる姿が、遠く

からも分かりました。 

　「ほぼすべての距離を漕ぎ続けました

ね」「上手でしたね」とボート部の方に声

をかけられたアスリートたち。下船してす

ぐに「楽しかった」「疲れた」と、元気よく

答える様子からは、ボードを心から楽しん

だ様子が伺え、丁寧な指導で存分に楽し

ませてくれたボート部のみなさんには、感

オリンピックス日本の応援ソング「YOUR 
SONG」を使い、アスリートが取り組んで
いる振り付けを体験

▪ショートトラックスピードスケート
◦実施日：11月13日 ( 日 )　 ◦会場：江戸川

区スポーツランド ◦参加人数：6名
◦内容：氷上での立ち方、ストレート区間の

滑り方、止まり方、コーナリングのコツまで、
アスリートの上達に応じた練習方法の説
明や、スタートなどのルール解説。座学と
して、プログラム上の留意点とコーチとし
ての留意点を学ぶ
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謝の気持ちでいっぱいになりました。付

添のファミリーも、「こんなに本格的なボー

ト体験させてもらえるとは思わなかった」

と驚き、喜びにあふれていました。 

　なかなか体験できない、競技ボートに

乗る、という体験。次の機会には、ぜひみ

なさんも挑戦してみてはいかがでしょうか？
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3競技でコーチクリニックを実施

丸文株式会社がコカ・コーラ社支援型自動販売機を設置

スペシャルオリンピックス日本・東京では、
日常のスポーツトレーニングをボランティア
としてサポートするコーチを対象に、コーチ
クリニックや認定コーチ研修会を行っていま
す。本年は8月と11月に、「ボウリング」「競技
チア」「ショートトラックスピードスケート」と
いう3競技のコーチクリニックを実施しました。
　GOAとオンラインの競技座学、そして、こ
のコーチクリニックを受講し、その競技のス
ポーツトレーニングに10時間（5回）以上コー
チとして参加することで、その競技の認定コー
チの資格を得ることができます。

　中央区にある丸文株式会社は、社内カ
フェラウンジに「支援型自動販売機」（缶と
カップそれぞれ1台）を設置しました。こ
の自販機 の 売上 の 一部 は、SON・東京 の
活動費として寄付されます。
　広々とした空間で、ゆったりと過ごせる
同社のカフェラウンジは、昼食や休憩、打
合せで多くの社員が利用するそうです。

▪ボウリング
◦実施日：8月28日 ( 日 )　◦会場：東京ポー

トボウル　◦参加人数：19名
◦内容：ボールの選び方、レーンでの4歩助

走、立ち位置の決め方、ボールの持ち方、
構えた時のボールの位置、様々な投球方
法の説明等

▪競技チア
◦実施日：11月13日 ( 日 )　 ◦会場：トキワ

松学園中学校高等学校体育館
◦内容：動画 に あ わ せ て受講者 がアー ム

モーションやステップを学ぶ。スペシャル

　支援型自販機は活動支援に加え、知名
度アップに大いに役立つと信じています。
    今後、ご自宅や勤務先等で自動販売機
の導入や入れ替えを検討される際は、ぜ
ひこの「支援型自動販売機」を、選択肢の
1つとしてお考え下さい。
　詳しくは、SON・東京事務局まで、よろし
くお願いいたします。

今年もチャリティコンサート実行委員会から多額の寄付
　長年にわたりSON・東京を支援してきた

「スペシャルオリンピックス日本・東京を
応援する会」が、今年もチャリティコンサー
トを開催しました。
　昨年は、コロナウイルス感染症蔓延の影
響もあり、人数制限をした開催となりまし
たが、本年は感染者数の低下を受け、かつ
ての形を取り戻すことに。とはいえ入場・退
場、休憩時には密になる状況を作らないよ
う、また、人と人とが接触する機会を減らす
よう、十分感染予防対策を整えたうえでの
開催でした。
　「今回 は 特 に、コンサ ート専用 ホ ーム
ページを作成するとともに、チケット販売

にネットを活用し、なおかつ外部業者と提
携するなど、様々な工夫を凝らしたことで、
ほぼ満席での開幕となりました。
　おかげで収益も順調に上がり、SON・東
京に対して多額の寄付をすることが可能
になりました。この場を借りて、ご来場・ご
支援いただいた皆様に、あらためて感謝
を申し上げます」( 実行委員会コメント)

【 開 催 概 要  】
◦日時 /2022年10月2日 ( 日 )　14:00開演
◦会場 / 紀尾井ホール
◦出演 / ◎ピアノ：宮谷 理香、福間 洸太

朗、松田 華音、（高校生デュオ）八木 大
輔、秋川 風雅

◎チェロ：水谷川 優子
◦内容 / 人気と実力を兼ね備えた3人のピ

アニストによる、世代を超えた演奏を披
露することで、クラシック音楽の新たな
魅力をお 届 けした。あわ せて、高校生
デュオによる新時代の風を感じる演奏
も楽しんでいただいた。

ハンズオン東京のイベントに出展

3年ぶり。東京海上日動ボート部のボート体験会に参加

世田谷区「雑居まつり」に参加

　9月25日 ( 日 )、SON・東京のプログラム

に団体としてボランティア参加しているハ

ンズオン東京 のイベント「LIVES TOKYO 

2022」に参加しました。

このイベントは、「一人ひとりの個性が

輝き、みんなが一緒になって仕事をし、ご

はんを食べて、楽しく笑えるようなあたり

前の社会を作る」をテーマに、2017年か

ら継続的に開催されています。

ブースでは、SON・東京の活動紹介と共

に、フィギュアスケート・プログラムのファ

ミリーが製作した小物を、チャリティグッ

ズとして販売。メインイベントである講演

会の前後や休憩時に、たくさんの方が足

を運んでくれました。

SON・東京についての問合せや質問も

いくつかあり、広報委員会による PR 活動

としての役割も十分果たせました。グッズ

の売上げは、製作費を除いた全額をご寄

付いただき、ファンドレイジングとしても

貴重な機会になりました。

10月9日 ( 日 )、3年ぶりに世田谷区羽根

木公園での「雑居まつり」に参加し、活動

の紹介とバザーを行いました。

これまでは、バザー品の販売やビンゴ

ゲームを、アスリートに体験させることも

一つの目的でしたが、今回は様々な規制

もあり、アスリート会とバスケットボール・

プログラムのファミリー、ボランティアの

みの参加となりました。

雑居まつりは、いわゆるフリーマーケッ

トや普通のバザーと異なり、ボランティア

と福祉を考える市民手作りのお祭りです。

参加は、障害者福祉や多文化共生、環境

保全などをめざす団体ばかり。こうしたイ

ベントに参加することは、スペシャルオリ

ンピックス活動の一環として大変意義の

あることです。

　事前会議への参加やバザー品の管理、

搬入・搬出等々、とても手間が掛かります

が、来年以降も継続できることを期待して

います。

10月9日（日）、3年ぶりの開催となった

「 ボ ート体験会 」が、埼玉県 の 戸田公園

漕艇場にて行われました。東京海上日動

ボート部の招待イベントで、今回は4名の

アスリートが参加しました。 

　体験したのは、漕ぎ手が4人の「ナック

ルフォア」と呼ばれる競技用ボート。ボー

ト部 ( 現役と OB・OG)3名 に SON・東京 の

アスリート1名が一緒に乗船するのですが、

オールを漕ぐだけでも難しいのに、さら

に仲間と息を合わせることが何より大切と

いうことで、緊張感たっぷりです。しかも、

漕艇場は他のクラブも利用しており、特に

この日は、新人大会を前に練習に励むチー

ムで、なかなかの混雑ぶり。そのため、ス

タート当初はかなりゆっくりと進まざるを

得なかったのですが、折り返しの復路で

は水上を滑るように帰ってくる姿が、遠く

からも分かりました。 

「ほぼすべての距離を漕ぎ続けました

ね」「上手でしたね」とボート部の方に声

をかけられたアスリートたち。下船してす

ぐに「楽しかった」「疲れた」と、元気よく

答える様子からは、ボードを心から楽しん

だ様子が伺え、丁寧な指導で存分に楽し

ませてくれたボート部のみなさんには、感

オリンピックス日本の応援ソング「YOUR 
SONG」を使い、アスリートが取り組んで
いる振り付けを体験

▪ショートトラックスピードスケート
◦実施日：11月13日 ( 日 )　 ◦会場：江戸川

区スポーツランド　◦参加人数：6名
◦内容：氷上での立ち方、ストレート区間の

滑り方、止まり方、コーナリングのコツまで、
アスリートの上達に応じた練習方法の説
明や、スタートなどのルール解説。座学と
して、プログラム上の留意点とコーチとし
ての留意点を学ぶ
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Update

登録 アスリート数：1,848名

正会員数：959名

（2022年10月31日現在）

期間中は大会実行委員会をはじめ、多く
の競技役員、ボランティアの方々に支えられ、
大きな怪我や事故もなく無事に全ての日程
を終えることができました。大会への派遣を
無事終えられましたのも、皆様のご支援、ご

対応の賜物であり、心より感謝申し上げます。
今回 の 大会 のスロ ーガン は「Power of 

Smile ～だれもが輝ける場所へ。～」です。
アスリートの競技成績もそれぞれありました。
はじめてメダルを取った人、メダルを取れ
ずに悔しい思いを持った人。良い成績を残
す事だけでない、この3日間で経験できたこ

と、この場にいた事、そこで何を得ることが
できたかを振り返る大切さ。アスリート一人
ひとりがそれぞれ精一杯頑張ったからこそ
の輝ける場所になったと思います。

最後に皆様のご協力、ご支援無くして選
手団としての活動はできませんでした。

改めて厚くお礼を申し上げます。

東京山王ロータリークラブ

11月4日 ( 金 )、5日 ( 土 )、6日 ( 日 ) の3日間、「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」が広

島県で開催されました。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、「冬季ナショナルゲーム・

北海道」が直前で中止となったため、4年ぶりの全国大会です。

開会式は、原爆ドーム近くの県立総合体育館大アリーナで行

われ、全国から約850名のアスリートが、元気に入場しました。

スポーツ庁長官、県知事などの列席のもと、有森裕子大会会長

が、大会が開催できること

に感謝し、アスリートに熱い

エールを送りました。

東京からはアスリート69名、帯同者（団長、副団長、コーチ、

追加スタッフ）27名、総勢96名が7競技に参加。日頃の練習の

成果を精いっぱい披露しました。

　好天に恵まれた3日間。各競技の熱戦の模様は別紙でご覧く

ださい。

SON・東京の活動は、法人・団体および個人の皆様からの会費と寄付金
によってまかなわれています。

（個人）入会金：5,000 円　年会費：5,000 円
（法人）入会金：5,000 円　年会費：10,000 円
（一口）年 ： 3,000 円〜

郵便振込口座 ： 00140-1-723232
クレジットカード：https://syncable.biz/associate/sontokyo/membership
※便利な口座振替をご用意しています。詳しくは事務局までお問い合わせください。

賛助会員

正 会 員

法 人 ・ 団 体 ・ 個 人 会 員 募 集 中

◦年末年始休暇　12月29日（木）〜1月4日（水）

◦2023年度定期総会　2023年3月11日（土）
訃
報

元副理事長／三井 嬉子さん
2022年11月23日ご逝去されました。( 享年83)
創立当初より多大なるご支援ご協力を賜り、長年 SON・東京を支
えてくださいました。謹んで故人のご冥福をお祈りいたします。

事務局から
お知らせ

お支払い金額はそのまま。
価格の一部（3～5％もしくは定額）が、SON・東京へ寄付されます 

SON・東京はこの度、READYFOR株式会社と連携し、遺贈によるご
寄付や相続財産のご寄付に関するご相談を承ることになりました。
遺贈や相続に関してご質問やご相談がございましたら、以下の宛先
までお気軽にご連絡ください。

遺贈・相続寄付についてのお知らせ

お電話でのご相談・資料請求

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 0120-948-313（通話料無料）
⃝受付時間：平日10:00～17:00（年末年始を除く）

⃝レディーフォー遺贈寄付サポート窓口 https://izo.readyfor.jp/
寄付のご意向や詳細が決まっていなくても構いません。何度でも無料で
対応してくれます。READYFOR 社は、これまで約 2 万件の社会活動を
支援している会社です。

オンラインでのご相談・資料請求
右の QRコードを読み込み、フォームにて
ご連絡ください。

Power of Smile 〜だれもが輝ける場所へ。〜
「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」開催

お買い物するだけで寄付できます !

ご支援・ご協力よろしくお願いいたします。

www.facebook.com/specialolympicsnippontokyo

近藤秀雄選手団長コメント

株式会社クラフティは、OA機器＆映像・音響機器の全国レンタル・リースの他、
クラウドサービス、アプリ開発、撮影/配信スタジオ・Cafe運営・スクールリノベーション、ドローンスクールなど、
さまざまな分野で万全のビジネスサポートを行う企業です。

Amazon、Amazon.co.jp およびそれらのロゴは、
Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標です。
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アスリート：69名　帯同者（団長、副団長、コーチ、追加スタッフ）：27名／総勢96名

ボウリング

アスリート
（20名）

荒牧  大智

陸上競技

アスリート
森  将徳

バスケット
ボール

（チーム女子）

アスリート

出口  苑子

石澤  義和 布施  純 長山  直

市来  大和 ヘッドコーチ 川原  実 錦織  彩乃

内尾  拓也 コーチ 安田  準 細谷  麻衣子

川田  有人 コーチ 高谷  るみ子 山本  聡子

庄司  誠也

テニス

アスリート
（7名）

小島  拓人 ヘッドコーチ 山田  あかね

白岩  省吾 小西  健也 コーチ 三上  真理

杉山  翔 鈴木  将浩

競　泳

アスリート
（7名）

末崎  佑晟

鈴木  雅隆 飛田  俊治 堀内  洸佑

武田  和幸 中村  昇平 柳澤  亮太

中納  悠稀 松谷  太郎 山根  政人

服部  幸樹 山﨑  智世 雲林院  真子

林  孝志 ヘッドコーチ 飛田  弓美子 鶴見  愛

三浦  学 コーチ 中村  亘 林  華澄

八木  利郎 追加スタッフ 皆川  康彦 ヘッドコーチ 吉田  健司

山下  安彦

バスケット
ボール

（個人技能競技）

アスリート
（2名）

北島  拓馬 コーチ 瀬戸  裕二

吉原  圭輔 正木  扶 追加スタッフ 小松  順子

鍬形  愛子 ヘッドコーチ 寺倉  孔雄

卓　球

アスリート
（7名）

木下  雄真

佐々木  理沙 コーチ 鬼頭  良平 小島  雄史

鈴木  彩

バスケット
ボール

（チーム男子）

アスリート
（8名）

浦瀨  亮 坂口  翼

ヘッドコーチ 米田  博之 小澤  拓真 法華津  三四郎

コーチ 柳澤  博一 小田  拓実 元木  久

コーチ 佐々木  徳男 加久保  武 樅山  駿

コーチ 磯和  啓雄 鈴木  那弥 森  夏歩

コーチ 松川  はるみ 中森  潤一 ヘッドコーチ 石井  勇

追加スタッフ 森山  康之 増田  蒼天 コーチ 安藤  美江

陸上競技 アスリート
（8名）

阿部  英知 横田  陽生 追加スタッフ 樅山  信博

伊東  佑貴 ヘッドコーチ 大藏  浩

バドミントン
アスリート

（2名）

五十嵐  公祐

大湖  陽介 コーチ 小山  敦也 村岡  諒一

勝又  隼人
バスケット
ボール

（チーム女子）

アスリート
（8名）

木村  綾 ヘッドコーチ 帖佐  秀和

中島  幸紀 口田  摩耶子

成田  裕介 鈴木  綾花

2022年第8回 SON 夏季ナショナルゲーム・広島  東京選手団
団長 近藤  秀雄 副団長 増田  絵里
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