
№ 氏　　　名 所　属　団　体　・　役　職 現住所

1 木浦　正幸 公益財団法人新潟県体育協会　副会長
一般財団法人上越市体育協会　会長 上越市

№ 競　技 種　別 区　分 氏　　名 所　　　属 現住所
1 陸上競技 少年男子 コーチ 對木　隆介 高田商業高校　教員 上越市
2 陸上競技 少年男子 コーチ 鈴木　健太郎 高田高校　教員 上越市
3 サッカー 少年男子 コーチ 古寺　広幸 高田南城高校　教員 上越市
4 ビーチバレーボール 成年女子 監督 深石　　圭 (株)有沢製作所 上越市
5 体操 少年男子 監督 川田　貴之 レインボージムナスティックス大潟 上越市
6 柔道 女子 コーチ 河井　英雄 上越高校　教員 柏崎市
7 バドミントン 少年男子 監督 金井　広喜 高田農業高校　教員 上越市
8 剣道 成年男子 監督兼選手 直原　　幹 上越教育大学　教員 上越市
9 山岳 成年男子 監督 稲田　春男 新潟フリークライミングクラブ 上越市

10 水泳 監督 山田　泰幸 柏崎高校　教員 上越市
11 水泳 コーチ 柴田　　学 上越正和ＳＳ 上越市
12 水泳 トレーナー 藤縄　　理 福井医療大学　教員 上越市

№ 競　技 種　別 種　目 氏　　名 所　　　属 現住所
1 陸上競技 少年女子A 共通円盤投 新井　真理彩 新潟産業大学附属高校 上越市
2 バレーボール 少年男子 池田　亮輔 上越総合技術高校 糸魚川市
3 バレーボール 少年男子 南　洸太朗 上越総合技術高校 上越市
4 ビーチバレーボール 成年女子 柳　　　希 上越ケーブルビジョン(株) 上越市
5 ビーチバレーボール 成年女子 白幡　亜美 上越ケーブルビジョン(株) 上越市
6 体操 少年男子 競技 柴田　大輔 関根学園高校 上越市
7 体操 少年男子 競技 宮沢　楓大 関根学園高校 上越市
8 体操 少年男子 競技 百目鬼　大揮 関根学園高校 上越市
9 体操 少年女子 競技 渡邉　帆乃香 関根学園高校 上越市

10 剣道 成年男子 直原　　幹 上越教育大学　教員 上越市
11 クレー射撃 成年 トラップ 石𣘺　晃弘 上越市役所 上越市
12 水泳 少年男子B 競泳 鈴木　基心 直江津中等教育学校 上越市
13 水泳 少年男子B 競泳 矢澤　祥太 直江津中等教育学校 上越市
14 セーリング 成年男子 レーザー級 市村　壮生 新潟県セーリング連盟 上越市
15 ゴルフ 成年男子 横川　修平 (株)エコスタッフ 上越市
16 パワーリフティング 成年男子 83㎏級 松山　顕心 エコールドバレエサラ 上越市

№ 競　技 氏　　名 所　　　属 現住所
1 陸上 岡田　愛美 つどいの郷 上越市
2 陸上 渡辺　芳子 上越市
3 陸上 平田　高娃 つどいの郷 上越市
4 陸上 竹田　良秀 県立吉川高等特別支援学校 上越市
5 陸上 青木　一美 県立高田特別支援学校 上越市
6 フライングディスク 古川　凌平 かなやの里療護園　かたくり 上越市
7 フライングディスク 池亀　翔太 かなやの里療護園　かたくり 上越市
8 フライングディスク 久保田　稔 ふれんどり～ミルはまなす 上越市

№ 競　技 氏　　名 所　　　属 現住所
1 陸上競技 小林　健太郎 県立上越総合技術高等学校 上越市
2 陸上競技 渡辺　綾 つどいの郷 上越市
3 陸上競技 柴田　一輝 県立吉川高等特別支援学校 上越市
4 陸上競技 青木　遥人 県立吉川高等特別支援学校 上越市
5 陸上競技 竹内　優菜 県立高田特別支援学校 上越市
6 陸上競技 工藤　美波 県立高田特別支援学校 上越市
7 卓球 新井　孝太郎 上越市役所 上越市
8 卓球 五十嵐　年和 上越市
9 卓球 金森　拓真 謙信上越 上越市

10 卓球 廣川　健斗 県立吉川高等特別支援学校 上越市
11 フライングディスク 小池　哲夫 かなやの里療護園　かたくり 上越市
12 フライングディスク 下鳥　博 かなやの里療護園　かたくり 上越市
13 フライングディスク 佐野　義典 かなやの里療護園　かたくり 上越市
14 フライングディスク 沖田　裕高 ふれんどり～ミルはまなす 上越市
※「上越市出場選手」は、公益財団法人新潟県体育協会および新潟県障害者スポーツ協会の情報提供により、①所属②現住
所のいずれかが上越市の方としております。

新潟県選手団本部役員　　副団長
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◇選　手

種　　目

◇監督・コーチ・トレーナー

第18回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」【会期：平成30年10月13日(土)～10月15日(月) 3日間】

◇コーチ
区　　分

100m、200m

コーチ
コーチ
コーチ
コーチ
コーチ

◇役　員
役　　　名

第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」【会期：平成30年 9月29日(土)～10月10日(火)11日間】

コーチ
コーチ
コーチ

一般卓球
一般卓球

サウンドテーブルテニス
一般卓球

100m、立幅跳、4×100mリレー

100m、ソフトボール投げ、4×100mリレー

100m、200m、4×100mリレー
200m、400m、4×100mリレー
スラローム、ビーンバック投


