
第 71回北信越ろうあ者体育大会 
2022年５月 28日(土)～29日(日) 富山県高岡市、氷見市  

主催 北信越ろうあ連盟  主管 第 71 回北信越ろうあ者体育大会実行委員会 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会 

 第 1回バドミントン競技 組み合わせ決まる！       第 30回ボウリング競技予選組み合わせ 

） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男子ダブルス （石川）嶺藤至・加藤康士 VS 谷島諒・石田成貴（富山） 

 
女子ダブルス （石川）新田照予・門脇翠 VS 黒田梨菜・川岸日菜子（富山） 
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第 66回女子卓球競技/第 51回男子卓球競技 組み合わせ決まる！ 

 女子団体戦             女子シングル           男子シングル 

 

男子団体戦             女子ダブルス 

予選リーグ Ａ組 

  

男子ダブルス 

 混合ダブルス 

 

予選リーグ Ｂ組 

         

 

 富山 石川 長野 得点 順位 

富山      

石川      

長野      

予選リーグＡ組 
蜷川 恵吏子(富山) 

矢野 吉江  (長野) 

岡崎 しげ子(長野) 

山田 茉弥  (石川) 

予選リーグＢ組 
土倉 仁菜 (石川) 

手塚 貴子  (長野) 

岡崎 直美 (長野) 

石坂 花音  (富山) 

予選リーグＢ 
山田 大貴 (石川) 

新田 鉄也  (福井) 

蜷川 和博 (富山) 

喜多 拓也  (石川) 

大井川 義春(富山) 

予選リーグＡ 
蜷川 優也 (富山) 

桜井 大生  (石川) 

岡本 光  (富山) 

北原 一司  (長野) 

藤平 淳一 (石川) 

予選リーグＣ 
伊藤 恭兵 (富山) 

林  詢也  (富山) 

達磨  敏   (石川) 

大井川 広志(富山) 

渡辺 伸治 (石川) 

予選リーグＤ 
大井川 勇人(富山) 

佐々木 憲一(福井) 

山田 圭輔  (富山) 

田丸 裕貴  (石川) 

須貝 三男 (富山) 

土倉 仁菜 (石川) 
山田 茉弥 (石川) 

蜷川 恵吏子(富山) 
石坂 花音 (富山) 

矢野 吉江  (長野) 
手塚 貴子 (長野) 

岡崎 しげ子(長野) 
岡崎 直美  (長野) 

 富山Ｃ 石川Ｂ 富山Ａ 得点 順位 

富山Ｃ      

石川Ｂ      

富山Ａ      
予選リーグＡ組 
蜷川 優也 (富山) 
大井川 勇人(富山) 

山田 大貴  (石川) 
桜井 大生 (石川) 

大井川 善春(富山) 
林 詢也 (富山) 

          

          

          

          
田丸 裕貴 

土倉 仁菜 

(石川) 

蜷川 和博 

蜷川恵吏子 

(富山) 

北原 一司 

矢野 吉江 

(長野) 

須貝 三男 

手塚 貴子 

（富山/長野） 

伊藤 恭兵 

石坂 花音 

（富山） 

 富山Ｂ 福井 石川Ａ 得点 順位 

富山Ｂ      

福井      

石川Ａ      

予選リーグＢ組 
伊藤 恭兵 (富山) 
大井川 広志(富山) 

達磨 敏  (石川) 
藤平 淳一 (石川) 

新田 鉄也 (福井) 
佐々木 憲一(福井) 

須貝 三男 (富山) 
岡本  光   (富山) 
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 ３年ぶりに第７１回北信越ろうあ者体育大会開催される！ 
 ～北信越５県のろうスポーツ選手が一堂に集う！～ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

開会式に約 100人集まりました。      司会のデフスポーツ委員高尾哲彦氏     地元実行委員長の石倉氏 

 

 

                  主催・主管席には          来賓の方 

                  久しぶりに          富山県厚生部次長 

北信越デフスポーツ委員会   高岡市長本人 

                  の皆さんも顔をそろえました 
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力強く選手宣言！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              優勝旗・杯返還        大会参加を喜ぶ福井県の選手団 

 

 

 

 

選手団代表 

川岸 日菜子選手(富山) 

 

 

 

 

 

 

 

開会式に出席する富山県の選手団     

 開会宣言した川岸日菜子選手に 

インタビューしました！ 

 

Ｑ北信越ろうあ者体育大会に出場し

てどんな気持ちになりましたか。 

 

Ａ 

３年振りに大会が開催できてうれし

いです。今日のバドミントン競技は

初めてなので頑張りたいと思いま

す。 
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男子シングルス 優勝 谷島諒（富山）        準優勝 嶺藤至（石川）         第３位 加藤康士（石川）           

女子シングルス 優勝 新田照予（石川）       準優勝 舘山珠利（富山）        第３位 門脇翠（石川）      

男子ダブルス  優勝 谷島諒・石田成貴（富山）   準優勝 嶺藤至・加藤康士（石川）               

女子ダブルス  優勝 新田照予・門脇翠（石川）   準優勝 黒田梨菜・川岸日菜子（富山）                 

混合ダブルス  優勝 谷島諒・舘山珠利（富山）   準優勝 嶺藤至・新田照予（石川）    第３位 加藤康士・門脇翠（石川）              

 

第 1回バドミントン競技結果報告 

 

 

 

Ｑ目標は？ 

Ａ優勝です！優勝を目指して毎週強い先輩方と厳しい練習を

積み重ねてきました！ 

今日は練習の成果を発揮して、優勝します！！ 

富山県 谷島 諒 選手 

 

 
とても緊張していますが、実力を出せるよう頑張ります！！ 

富山県 舘山 珠利 選手 

３年ぶりに北信越ろうあ体育大会が開けて嬉しいです。バドミントン競技は初めて開催する大会です。 

かつ初めて参加するのだという気持ちで頑張りたいと思っています。      富山県バドミントン部 

 
富山県 勝山 悦雄 選手 

年齢に関係なく、勝敗にこだわらずバドミン

トンを楽しみたいです！ 

 



 
 

 

 

 

 

富山県 黒田 梨菜選手 

初めての大会出場だったが、

レベルの違いを痛感した。 

来年は今よりも更に腕を磨い

て試合に臨みたい。 

 

個人・混合ダブルス優勝後 

富山県 谷島諒さん 

今回の大会では、優勝できたがこれも日々の練習の賜物だ

と思っている。これからも仲間たちと練習を重ね、次の目

標に向けて努力していきたい。ありがとうございました！ 

 

 

 

石川県 門脇 翠 選手 

今までバドミントンは趣味でやっていたけれど、今回の北信越大会があること

を新田さんから聞いた。彼女からの誘いを受けて、やってみようかな…と思っ

た。 

今回、女子個人３位という結果だったが、楽しく試合ができた。緊張感も含めて

良い試合ができたと感じられた。 

陸上で鍛えたスタミナはまだまだ通用したが、技術は今後もっと身につけてい

きたいと思う。 

来年度は石川で大会が行われるが、機会があればチャレンジしてみたい。 

 

石川県 新田 照予選手 

週に一回練習を重ねてきた。今日のため

にろう者の人とも健聴の人とも練習をし

てきて、頑張ってきた！ 

 

 

石川県 嶺藤 至選手 

石川でバドミントンをやる人たちが集ま

って練習してきた。 

勝つんだ！という気持ちをもって今回の

試合、頑張りたいです！ 
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 富山Ｃ 石川Ｂ 富山Ａ 得点 順位 

富山Ｃ  2-1 0-2 3 2 

石川Ｂ 1-2  0-2 2 3 

富山Ａ 2-0 2-0  4 1 

 富山 石川 長野 得点 順位 

富山  1-2 2-0 3 2 

石川 2-1  2-0 4 1 

長野 0-2 0-2  2 3 

 富山Ｂ 福井 石川Ａ 得点 順位 

富山Ｂ  2-1 2-1 4 1 

福井 1-2  2-1 3 2 

石川Ａ 1-2 1-2  2 3 

速報 第 4号 

第 51 回男子卓球競技 第 66 回女子卓球競技 28 日の団体戦結果報告 

意気込みを教えてください 

★今まで頑張って卓球の練習を重ねてきました。今の試合は負けたけど、最後まで張りたいです (長野県の岡崎さん(旧富山)) 

★3 年ぶりの開催。目標は 1 勝でしたが、負けたのが悔しかった。次のダブルス戦に頑張りたい。 (石川県 渡辺さん) 

★北信越ろうあ体育大会の卓球競技に初めて 1 勝できたのが嬉しいです(富山県 林さん) 

★北信越ろうあ体育大会の卓球競技は初めて。4 月から練習をはじめました。運良く優勝するとは思わなかったです。もっと 楽しみたいと思います 

(石川県 山田さん) 

卓球の技名があれば教えてください 

ヤットマン！(長野県 岡崎さん)  わたなべサービス！(石川県 渡辺さん)  ドライブ...(富山県 林さん)  横回転サーブ！(石川県 山田さん) 

 

男子団体戦 女子団体戦  

予選リーグ A 
予選リーグ B 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決勝トーナメント 

富山 A 

男子団体戦 

富山 A 

福井 

富山 C 

富山 B 

富山 A 

福井 

富山 C 

福井 

優勝 富山 A 

2 位 富山 B 

3 位 福井 
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晴天に恵まれ、第１回グラウンドゴルフ競技、楽しく競技しました。 

記念となる初代優勝者は戸田 正文選手(石川)！おめでとうございます。 
 ～ホールインワン賞、２名出ました！～ 
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暑さに負けず、元気いっぱい 
   プレイを楽しんでいました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  右から優勝の戸田正文選手(石川)、２位の桜井一男選手（長野）３位の林繁樹選手（富山） 

選手にインタビュー！ 

石川の戸田正之さん（優勝） 

北信越大会で初めてのグランド

ゴルフ開催、初めて参加しました。

周りは強そうな人ばかりだったの

で心配でしたが、優勝できて嬉し

かったです。 

 

長野の桜井一男さん（２位） 

 優勝という夢は叶わなかったけ

ど、2位を取れて嬉しかったです。 

 

富山の林繁樹さん（３位） 

3位も取ったし、ホームインワン

まで取れてハッピー！すごく楽し

かったです。 

 

ホールインワン賞 

富山の松原敏治さん 

練習ではうまくいかなかったの

で、ホールインワンを決めること

ができて、嬉しかったです。 
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第 71 回野球競技 (高岡西部総合公園野球場)  優勝は石川県チーム！ 
５月 29 日（日） 試合開始時間 午前 9 時～ （今大会は２チーム出場なので、決勝戦のみ実施しました） 

初回大量 10 点も、福井諦めず両チーム最後まで奮闘。素晴らしい試合でした。 

県名 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 計 Ｈ 

福井県 0 0 0 8 5 1  14 11 

石川県 10 ４ ５ ０ １ ×  20 14 
決勝戦は 7回制ですが、時間制限により６回でゲーム終了となりました。 

選手 
インタビュー 
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石川県 吉尾 正人 （部長兼選手） 

今回は 2 チームという中で優勝しました

が、また来年も更に頑張ります！ 

これからも相手のチームにこだわらず、自

分たちのチームがどこまでできるのか追求

し続けていきます。来年はいよいよ隣の福井

県で全国ろうあ者体育大会が開かれます。絶

対に北信越大会 1 位か 2 位を獲って全国大

会出場を果たしたいと思っています！ 

福井県 中口 利彦 （監督兼選手） 

選手 9 名だけで試合に臨みました。怪我も無
く無事に試合をこなせた事にとても感動しまし
た。 
来年、福井県で全国ろうあ者体育大会が開か

れます。これに向けてチームをしっかり育てて
メンバーも増やし、出場をしたいです。 
今回は敢闘賞に私が選ばれるとは夢にも思い

ませんでした。それも周りの選手たちに支えら
れたお陰だと、とても嬉しく思っております。 



 

 

 石川県 島 大騎 （最優秀選手賞） 

今大会は 3 年ぶりの開催になり、久しぶりに楽

しく試合が出来たことが一番良かったと思いま

す。 

またこの球場もとても気に入りました。久しぶ

りの試合だからですかね？ 

これからは来年の福井県での全国ろうあ者体育

大会出場を目指して頑張りたいです。 

今回は出場が 2 チームだけで 1 試合のみでした

が、それも歴史的な事と思います。 

 

でも次は 4 チーム以上に増えて試合を楽しめら

れたら良いなと思っています。 
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第３０回ボウリング競技 (高岡スカイボウル) 

男女混合個人戦（予選）5/２８   男女混合個人戦（決勝戦）5/29 

◇個人戦の結果◇ 

優勝 馬留 由香 選手 

２位 馬留 久志 選手 

３位 新田 恭一 選手 

おめでとうございます。 

男女混合団体戦 僅差で富山県チーム優勝勝ち取る！ 

 ・富山県チーム（浜谷宏志・新田恭一・安田克）  3143 ピン 

    VS 

 ・長野県チーム（藤森幸夫・馬留由香・馬留久志） 3140 ピン 

選手の皆さん、おつかれさまでした！ 

県名 選手名 総計 順位 

長野県 馬留 由香 １０９８ １位 

富山県 浜谷 宏志 １０７０ ２位 

富山県 新田 恭一 １０４０ ３位 

長野県 馬留 久志 １０３３ ４位 

富山県 安田  克 １０１９ ５位 

福井県 池田  彰 ９９３ ６位 

福井県 今井 正人 ９５４ ７位 

長野県 藤森 幸夫 ９２６ ８位 

石川県 田高  等 ９１６ ９位 

新潟県 金子 敏幸 ８７９ 10位 

富山県 池田 豊徳 ８７７ 11位 

新潟県 吉島 博司 ８６０ 12位 

石川県 村田 一弘 ８１５ 13位 

県名 選手名 総計 順位 

長野県 馬留 由香 １６１６ １位 

長野県 馬留 久志 １５８９ ２位 

富山県 新田 恭一 １５８１ ３位 

富山県 浜谷 宏志 １５７６ ４位 

福井県 池田  彰 １４５７ ５位 

富山県 安田  克 １４４７ ６位 
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選手たちに聞きました！ 

３年振りに北信越ろうあ者体育大会が開催し、参加できてうれしいです。 

男女混合個人戦では４年振りに優勝を獲れました、うれしいです。   

馬留 由香 選手（長野県） 

 

富山県チームは今年、めいっぱい努力して練習したので、団体線の優勝を 

獲ることができて嬉しいです。               浜谷 宏志 選手（富山県） 

 

個人戦ではレーンの状態が難しく予選敗退してしまい、悔しかった。 

団体戦は優勝したかった。４大会連続優勝ならずでした。 

藤森 幸夫 選手（長野県） 

富山県チーム（新田恭一・浜谷宏志・安田克） 

長野県チーム（藤森幸夫・馬留由香・馬留久志） 
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第３４回ゲートボール競技 (高岡市福岡屋内多目的広場) 

団体戦 決勝リーグ結果               ３年振りに５チームで熱戦を繰り広げした！ 

～ 競技結果 ～ 

優 勝 新潟県チーム  

 準優勝 長野県Ａチーム  

 ３ 位 富山県チーム  

チーム名 勝数 負数 得点 失点 差点 順位 

長野Ａ ２ ２ ４１ ４１ ０ ２ 

長野Ｂ １ ３ ４４ ４１ ＋３ ４ 

富 山 ２ ２ ４７ ４９ -２ ３ 

福 井 １ ３ ３４ ４５ -１１ ５ 

新 潟 ４ ０ ４８ ４０ ＋８ １ 

 Ａコート Ｂコート 

第１試合 富 山 ９ × 10  福 井 長野Ａ ９ × ６ 長野Ｂ 

第２試合 新 潟 12 × 10 長野Ａ 長野Ｂ 13 × 13 富 山 

第３試合 長野Ａ 13 × 13 富 山 福 井 ９ × 11 新 潟 

第４試合 長野Ｂ 16 × ７ 福 井 富 山 12 × 13 新 潟 

第５試合 新 潟 12 × ９ 長野Ｂ 福 井 ８ × ９ 長野Ａ 
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優勝 新潟県 準優勝 長野Ａ ３位 富山県 



 

 

 

 

 

 

 

優勝した新潟県チームにインタビューしました！ 
 

 

 

 

 

 

 

みなさん、日頃、練習してきた成果を発揮されていましたね。元気良くやっておられて良かったです。 

これからも長く、元気でゲートボールを続けて欲しいと思っています。                

ゲートボール競技の審判団代表より 

 

 

前大会も優勝しました。今年は３年ぶりの大会。苦戦しました。 

頑張った結果、２連覇できて良かったです。 

来年の石川県大会でも連続優勝できるように頑張りたいと思っています。 

               新潟県チーム 
 



第 71回北信越ろうあ者体育大会 
2022年５月 28日(土)～29日(日) 富山県高岡市、氷見市  

主催 北信越ろうあ連盟  主管 第 71 回北信越ろうあ者体育大会実行委員会 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会 

第 66 回女子卓球競技・第 51 回男子卓球競技 (東洋通信スポーツセンター) 

☆男子シングル・女子シングル・男子ダブルス・女子ダブルス・混合ダブルスの結果☆ 

男子シングル                 女子シングル 

優 勝：蜷川  優也 選手（富山県）           優 勝：土倉 仁菜  選手（石川県） 

準優勝：大井川 勇人 選手（富山県）           準優勝：蜷川 恵吏子選手（富山県） 

３ 位：山田    大貴 選手（石川県）           ３ 位：山田 茉弥 選手（石川県） 

男子ダブルス                              女子ダブルス 

優 勝：蜷川 優也選手 / 大井川 勇人選手（富山県）   優 勝：土倉 仁菜  選手/山田 茉弥選手（石川県） 

準優勝：達磨 敏 選手 / 藤平 淳一  選手（石川県）  準優勝：蜷川 恵吏子選手/石坂 花音選手（富山県） 

３ 位：伊藤 恭平選手 / 大井川 広志選手（富山県）  ３ 位：矢野 吉江 選手/手塚 貴子選手（長野県） 

混合ダブルス 

 優 勝：田丸 勇貴選手 / 土倉 仁菜 選手（石川県） 

準優勝：伊藤 恭平選手 / 石坂 花音 選手（富山県） 

３ 位：蜷川 和博選手 / 蜷川 恵吏子選手（富山県） 
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２日間の激闘、お疲れさまでした。 

入賞された選手の皆さん、おめでとうござ

います！ 
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スポーツレクリエーション フットサル競技 (高岡西部総合公園 室内多目的スペース) 

☆楽しく身体を動かしました！フットサル協会の皆さんと楽しく交流できました☆ 

 

今回の北信越ろうあ者体育大会スポ

ーツレクリエーションはフットサル競

技。申込は富山県のみの１０名となりま

したが、フットサル協会から派遣された

３名の方と一緒にフットサル競技のル

ールを学び、基本の練習をしたあと、２

チームに分かれてミニゲームを行いま

した。最後にフットサルのＰＫ戦を体験

しました。 

参加した皆さんは、なまった身体を動

かして、心も体も元気になったと思いま

す。、とても充実した競技交流となりま

した。 
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