
2012012012013333 信州ねんりんピック信州ねんりんピック信州ねんりんピック信州ねんりんピック    スポーツ交流大会スポーツ交流大会スポーツ交流大会スポーツ交流大会をををを開催しました。開催しました。開催しました。開催しました。    

高齢者のスポーツの祭典「2013 信州ねんりんピック スポーツ交流大会」を、9 月 28 日（土）に茅野市運

動公園総合運動場及び駒ヶ根市南割公園マレットゴルフ場で開催し、さわやかな秋晴れのもと、ダンスス

ポーツなど 10 種目に約 1,000 人の方が参加されました。 

 

  

【内山実行委員長 あいさつ】 【長野県 あいさつ（小林健康長寿課長）】 

  

【開催地 あいさつ（柳平茅野市長）】 【選手宣誓 五味聖伯さん（富士見町）】 

 

【総合開会式】 
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上位入賞者・チーム一覧上位入賞者・チーム一覧上位入賞者・チーム一覧上位入賞者・チーム一覧    

 

主催：2013 信州ねんりんピック実行委員会 

 

・開催期日      平成 25 年 9 月 28 日（土） 

・会   場      茅野市運動公園（9 種目） 

             駒ヶ根市南割公園マレットゴルフ場（マレットゴルフのみ） 

・競技種目      ダンススポーツ  グラウンド・ゴルフ  ゲートボール  

             ソフトテニス  ソフトバレーボール  ペタンク   

             ウォークラリー  弓道  テニス マレットゴルフ（全 10 種目） 

 

（敬称略） 

 

○ダンススポーツ（茅野市運動公園総合体育館サブアリーナ） 

 

順位 
シルバースター戦 ゴールドスター戦 

スタンダード ラテン スタンダード ラテン 

優勝 
久保田 勝(飯田市) 

久保田 幸代(飯田市) 

平出 寛文（富士見町） 

小池 とし子（富士見町） 

小宮山 友雄(長野市) 

小宮山 田鶴子（長野市） 

小宮山 友雄(長野市) 

小宮山田鶴子（長野市） 

準優勝 
丸山 隆一（松本市） 

竹村 都葵子（松本市） 

小林 廣美（中野市） 

小林 文子（中野市） 

上脇 修（下諏訪町） 

上脇 邦子（下諏訪町） 

上脇 修（下諏訪町） 

上脇 邦子（下諏訪町） 

 

順位 
エンジョイ戦 

スタンダード ラテン 

優勝 
林 和彦（飯田市） 

林 よし子（飯田市） 

小野塚 茂子（長野市） 

北條 美根子（長野市） 

準優勝 
小野塚 茂子（長野市） 

北條 美根子（長野市） 

池田 弘（須坂市） 

町田 美智子（須坂市） 

 



○グラウンド・ゴルフ（茅野市運動公園陸上競技場） 

 

 

順位 男性 女性 

優勝 川越 勲（塩尻市） 吉澤 春美（佐久市） 

準優勝 浜 弘孝（茅野市） 中村 太美子（朝日村） 

第 3 位 五味 哲司(茅野市) 堀内 三恵(上田市) 

 

 

○ゲートボール（茅野市運動公園自由広場） 

 
 

順位 チーム名 

優勝 小布施 A（小布施町） 

準優勝 なごやか（佐久市） 

第 3 位 上田あすなろ（上田市） 

 



○ソフトテニス（茅野市運動公園テニスコート） 

 

 

順位 
60 歳以上 

男女混合ダブルス 

70 歳以上 

男女混合ダブルス 

優勝 
吉池 英勝（上田市） 

笠嶋 のり子（長野市） 

若林 武(上田市) 

笹部 保子(上田市) 

準優勝 
永井 敏（塩尻市） 

伊藤八会子（諏訪市） 

駒村 陽一郎（長野市） 

白田 澄江（長野市） 

第 3 位 
大場 裕之（松本市） 

永田 隆江（松本市） 

牛山 紘（伊那市） 

山口 富貴子（伊那市） 

第 3 位 
深沢 沖充(松本市) 

清沢 ひろ子(松本市) 

市川 武（松川村） 

池上 琴江（松本市） 

※ソフトテニスは第 3 位が 2組となります。 

 

○ソフトバレーボール（茅野市運動公園総合体育館メインアリーナ） 

 

 

順位 チーム名 

優勝（A コート） 八ヶ岳レンポーズ（茅野市） 

優勝（B コート） パートナー（茅野市） 

優勝（C コート） あざみ（下諏訪町） 

優勝（Ｄコート） 梓川 WIN（松本市） 

優勝（Ｅコート） 松本 SVC（松本市） 

優勝（F コート） チーム大町（大町市） 

※ソフトバレーボールは、各コートの 1 位チームをそれぞれ優勝としています。 

 



○ペタンク（茅野市運動公園広場野球場） 

 

 

順位 チーム名 

優勝 諏訪かりん A（諏訪市） 

準優勝 松本 A（松本市） 

第 3 位 諏訪かりん B（諏訪市） 

第 3 位 佐久鯉（佐久市） 

※ペタンクは第 3 位が 2 チームとなります。 

 

○ウォークラリー（茅野市運動公園周辺） 

 

 

順位 チーム名 

優勝 こすもす（茅野市） 

準優勝 ハツラツ＆ずくの会（立科町） 

第 3 位 January（佐久市） 

 



○弓道（茅野市運動公園弓道場） 

 

 

順位 氏名 

優勝 笠井信夫（長野市） 

準優勝 吉野恒夫（池田町） 

第 3 位 湯澤幸司（駒ヶ根市） 

 

 

○テニス（茅野市運動公園テニスコート） 

 

 

順位 
男子ダブルス 

60 歳以上 

男子ダブルス 

70 歳以上 

女子ダブルス 

60 歳以上 

優勝 
中村 淳（茅野市） 

林 信行（岡谷市） 

太田 衛（長野市） 

輪湖 晃（安曇野市） 

小山 光江（茅野市） 

竹田 美百合（諏訪市） 

準優勝 
浅川 富永（松本市） 

浅野 修史（安曇野市） 

中村 宜弘（松本市） 

松戸 幸雄（松本市） 

石城 鈴枝（諏訪市） 

山村 厚子（松本市） 

第 3 位 
内堀 秀俊（佐久市） 

尾和 三義（佐久市） 

田中 仁（松本市） 

小林 今朝夫（南箕輪村） 

渋谷 恵美子（長野市） 

中澤 玲子（岡谷市） 

 



○マレットゴルフ（駒ヶ根市南割公園マレットゴルフ場） 

 

 

順位 男性 女性 

優勝 田口 紘一（駒ヶ根市） 岩崎 美代子（岡谷市） 

準優勝 宮越 一男（安曇野市） 伊藤 妙子（安曇野市） 

第 3 位 林 松男（駒ヶ根市） 中坪 英子（駒ヶ根市） 

 

 


