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した桃山学院大学牧野丹奈子学長と大
阪水泳協会辻　義継審判長より激励の
言葉をいただき、各地区代表のアスリート
宣誓をして、競技が始まりました。
 午前中は、個人競技のグループ作成の
ための予選、リレー決勝、午後は、15ｍ歩
行、25ｍビート板補助競泳、個人競技の
決勝を行いました。日頃のトレーニングで
も、常に全力で競技することを実践いて
いるアスリートですが、競技会となると、よ
り一層頑張っている姿がありました。
　競技後、表彰式です。晴れがましい表
彰台に上がり、お互いの頑張りをたたえま
した。大きな声で、バンザイです。また、ナ
ショナルゲームや次回の競技会を目標に、
取り組んでいくことを誓った一日でした。
　競技会開催に際して、会場提供いた
だきました桃山学院大学、競技役員を派
遣いただきました一般財団法人大阪水

泳協会、ボランティア参加いただきました
桃山学院大学、大成学院大学、藍野大
学、東大阪大学、大阪保健医療大学、大
阪産業大学、大阪社会体育専門学校、
大阪経済大学、株式会社アサヒディー
ド、富士ゼロックス大阪株式会社、田辺パ
ルムサービス株式会社、小野薬品労働
組合、マーシュアンドマクレナンカンパ
ニーズ、株式会社関電パワーテック、マル
ホ株式会社、NPO法人 ウイング、大阪新
梅田シティライオンズクラブ、和泉ボラン
ティア・市民センター、そして、スペシャル
オリンピックス日本・大阪ボランティアの皆
様、資材搬出入に杉村運輸株式会社
他、多くの皆様のご協力で、参加いただ
いた皆様が有意義時間を過ごすことが
できました。本当にありがとうございまし
た。

（事務局長　井上 幹一）

　今年も、桃山学院大学のご協力によ
り、「2018年スペシャルオリンピックス日本・
近畿ブロック競泳競技会」が、8月5日（日）
に開催されました。今年は、9月に夏季ナ
ショナルゲームが行われる関係から例年
より、アスリートの参加が少なくなりました。
　選手団は、SON・滋賀 アスリート 8名 
コーチ 5名の13名 SON・奈良 アスリート 
18名 コーチ 5名の23名 SON・兵庫 アス
リート 12名 コーチ 4名の16名 SON・和
歌山 アスリート 10名 コーチ 4名の14名 
SON・三重 アスリート 6名 コーチ 2名の8
名、そして、SON・大阪 アスリート 37名 
コーチ10名 合計 アスリート 91名 コーチ 
30名の合計121名の参加でした。
　協力いただいたボランティアは、120名
でした。応援ファミリー110名　合計351
名が集いました。
　開会式では、会場をご提供いただきま
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ーで買ったカップ入りのアイスクリームでささ
やかなお祝いをしました。３時頃で木陰でも
暑かったが、紀人はご機嫌でした。

●ファミリー　堤下　知子
　競技会を支えていただいているボランティ
アスタッフコーチ役員の皆さま、笑顔と大汗で
動いて頂き、感謝感謝です。
　参加を重ねることでアスリートの意欲もとて
も上がってきています。日頃のコーチの方々の
お声掛け、励まし、そして個々の力を上手く伸
ばして頂いているおかげと実感しています。

●ファミリー  岸本桂子
　酷暑の中での開催で 心配がありましたが、
体調崩す事なく参加出来て ホッとしました。
　今回は、予選も決勝もしっかり最後まで泳
ぐ事ができ、本人も満足したようで「楽しかっ
た」と伝えてくれました。過酷な暑さの中、大
会運営に携わってくださった、たくさんの皆様
に 心から御礼と感謝を申し上げます。

●田辺三菱製薬株式会社　肥田　隆文
　大会当日は、選手誘導のお手伝いをさせて
いただきました。
　ボランティアの皆さん、特に私が身近で見
ていた学生ボランティアの皆さんの献身的で
明るく楽しく接している姿が、今も脳裏に焼き
付いています。
　表彰式でのバンザイやハイタッチなど初めて
目にした光景でとても心温まる光景でした。ど
れだけお役に立てたかわかりませんが、私自身
有意義な一日を過ごすことができました。
どうもありがとうございました。

●マルホ株式会社　西尾　健
　一生懸命なアスリートご本人達や、親御さ
ん達の応援や喜びの姿に、とても感激し、こ
れまでにない経験機会になりました。ありが
とうございました。

　2018年SO日本・近畿ブロック競泳競技
会は、8月5日(日)桃山学院大学屋内プール
で実施されました。SON・大阪からは、37
名のアスリートの参加がありました。
　今年は、当日も例年にない酷暑の中、ア
スリートは熱中症にも注意しながら出場し
ました。競泳プログラムは年間に限られた
プログラム回数ですが、練習の成果をしっ
かりと発揮し自己ベスト記録を出すアスリー
トもたくさんいました。競技会に出場するこ
とにより、アスリート自身の意識が高まり練
習の成果を発揮することができました。今
後も、練習を重ね、成長していってほしいと
願っています。

（コーチ　柳井　祥晴）

●ファミリー　東谷　眞紀
　控え室会場は冷風機が設置され、以前に
比べとても過ごしやすかったです。またタイム
スケジュール通りに進められたこと有難かっ
たです。たくさんの協力者がいて成り立つ競
技会。ボランティアをさせていただいて改めて
感じました。これからもアスリートが楽しく充
実した競技会になるよう出来る限りの協力と
全力の応援させていただきたいと思います。
これからもよろしくお願い致します。

●アスリート　東谷　賢佑
　メダルが欲しいから次も頑張る。みんな頑
張ってた、みんな強すぎる。負けたけど負けた
くないねん。これからも水泳頑張る。

●ファミリー　入江　恵子
　去年と同じく、京阪・地下鉄・南海と電車を
乗り継いで大会に参加しました。
　今年はどうかなと思いましたが、引き続き２
５ｍビート板付き自由型で金メダルを獲得し
て、２連覇を果たしてくれました。帰りに和泉
中央駅に歩く道の木陰のベンチに親子で座
り、駅に向かう人の視線をよそに、業務スーパ

●マルホ株式会社　山　智子
　当日は、アスリート達の素晴らしい泳ぎと素
敵な笑顔に元気を頂きました。気持ちよさそ
うに、また楽しそうに競技される姿に、ほとん
ど泳げない私まで、水泳に挑戦してみたくなり
ました。
　表彰では、直接アスリートさん達の喜びの姿
を間近に見ることが出来、大変光栄でした。
　異業種の他団体様とお話をする機会が
得、刺激を頂いたことも、このようなボランテ
ィア参加の魅力の一つかもしれません。
　本当に楽しく、また有意義な一日を過ごさ
せて頂きましたこと、御礼申し上げます。
　ありがとうございました！

●アサヒディード株式会社　森田　崇之
　今年も、表彰の招集を担当しました。最近
の猛暑と、空調が入りにくい体育館だったの
で、開始前は、表彰される選手の体調をすごく
心配しておりましたが、集合や順位の番号で
並んで頂く際に、名前を呼ばれるとすぐに集
合してくれたり、長い待ち時間も順番を守って
待ってくれたり、こちらが困る事は何もなくス
ムーズに案内が出来ました。
　待機中に選手自ら弊社の社員に話しかけて
くれたり、コミュニケーションを取ろうとしてく
れて、すごく嬉しかったです。暑いと言ってい
る子はあまりいませんでしたが、なかなか思っ
ていても言葉にして言えない人も多いので、次
回の大会は扇風機を多くするなど、暑さ対策
もさらに行って頂けるとみんな安心して大会
に参加出来ると思いました。

大阪から37名のアスリート

ボランティア感想
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出会いは知人から声をかけられ、ボラン
ティアで関わり始めたことがきっかけで
す。その時にスペシャルオリンピックに
参加されている皆様お一人お一人が、ま
っすぐと目標に向かってゴールを目指し
ている姿に、すごく感銘を受けまして、
お手伝いできることがあれば是非させて
いただきたいと申し出ておりました。微
力ではございますが、少しでもお役に立
てるよう頑張りたいと思っています。何
卒ご指導賜りますようお願い申し上げま
す。
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6月2日（土）　新大阪・イーグルボウル

がとうございました。 
（事務局長　井上　幹一）

　この度、理事を拝
命賜りました徳丸靖
子でございます。堺
市で障がい者施設・
ヘルパー事業所を運
営しております。
　「スペシャルオリ
ンピック日本」との

　SON・大阪地区ボウリング競技会が、6月
2日（土）に新大阪にあるイーグルボウルに
て開催されました。
　イーグルボウルは、長年日常トレーニング
や競技会で使わせていただき、「2010年ス
ペシャルオリンピックス日本夏季ナショナル
ゲーム大阪」では、ボウリング会場として全
国からのアスリートが競い合った会場です
が、建物の耐震の関係から12月末をもって
閉館が決まっており、この会場での最後の
競技会となりました。
　ご招待した近畿ブロック各地区から
SON・京都13名、SON・滋賀7名、SON・
兵庫11名、SON・和歌山4名、そしてSON・
大阪は、枚方市WAVE34会場12名、四條
畷市なわてボウル10名、大阪市イーグルボ
ウル会場13名、八尾市アロー会場6名、東
大阪市八戸ノ里Hit会場9名で50名の合計
93名のアスリートが参加をしました。今年
は、9月にナショナルゲームがあり、大会へ
の足慣らしとしても、有意義な競技会とな
りました。
　アスリートのエントリー時に登録されたア
ベレージは、46～182点と幅広いものでした
が、サポート付が、2ディビジョン、女性4ディ
ビジョン、男性14ディビジョンの20グループ
に分かれて競技しました。
　競技会には、大阪ボウリング連盟から4
名の競技役員、そして大阪医療福祉専門
学校、大阪保健福祉専門学校、ダイキン工
業労働組合、SCSK株式会社、アサヒディー
ド株式会社とSON・大阪関係から33名の
ボランティアの皆さまのご協力で開催でき
ました。
　初参加のアスリートは、慣れない会場や
初めて対戦するアスリートとの投球で緊張
していました。何度も参加しているアスリー
トは、日頃の成果を発揮してゲームに集中し
ていました。
　結果は、アベレージより良かった人、悪か
った人いろいろでしたが、やりきった満足げ
な顔で表彰台に上がっていました。ご参加
いただきましたボランティアの皆様、会場ご
提供いただきましたイーグルボウル様、競
技進行や表彰プレゼンターとして活躍いた
だきました大阪ボウリング連盟の皆様あり
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・参加されていたアスリートメンバーの
積極的な姿勢に関心させられました。そ
して、伴走しているはずの私のペースに
合わせながら走ってくれている姿に少し
情けなかったです。
　運動を通して元気な姿、積極的な姿を
見せて頂けるのは私自身刺激を受けまし
た。

・私自身、リレーマラソンに参加する事
は初めてで不安な部分もありましたが、
アスリートの方の頑張りに感化され、気
付いたら不安は無くなっており、楽しみ
ながら活動に参加出来ました。来年度
は、アスリートの方に置いていかれない
様に頑張ります。

　第25回を迎えた「5時間共生・共走リ
レーマラソン」に参加しました。5月27
日（日）花博記念公園・鶴見緑地ハナミ
ズキホールを基点にして、1Km周回コー
スで行われました。今年は、81チーム
635名の参加でした。好天に恵まれ体調
管理が大変だったと思いますが、暑さに
負けずに、アスリート15名とボランティ
ア17名の参加者で、5時間を1本のタスキ
をつないで、49周（約52km）完走する
ことが出来ました。リレー時間が、5時
間になっての最高記録です。
　アスリートの健康・食事面も考慮し
て、12：00～13：00は、アスリートの休
憩時間にして、ボランティアでタスキを
つないで途切れることなく走りました。
ボランティアのアサヒディードの皆様の
頑張りは凄かったです。周回を稼いでい
ただきました。
　今年も多くのボランティアに支えて頂
き、大会に参加する事が出来ました。最
後になりましたが、ファミリーの皆様、
ボランティアで参加して頂きました株式
会社アサヒディードの皆様、ＳＯＮ・大
阪のボランティアの皆様、ご協力有難う
ございました。

（ヘッドコーチ　糸瀬　力）

・2年連続で参加させて頂きましたが、
昨年も走られた方がおり、継続してがん
ばっているんだと、嬉しく思えました。
・一緒に走ることで、コミュニケーショ
ンと一体感を感じる事ができました。来
年も4分切りを目指して、参加させても
らいます♪

・初参加でしたが思ってるよりもハード
で楽しかったです。来年も宜しくお願い
します。

・共生、共走をテーマに、言葉ではな
く、共に走ることで一体感を感じること
ができ、スポーツ、マラソンの素晴らし
さを改めて感じることができました。

・一緒に走る度に参加している方々はア
スリートだなと感じます。ついていくこ
とも精一杯なので毎度毎度関心させられ
ています。アサヒディードとしても毎
年、新しく参加する方がいて接する機会
を持てる事はとても素敵な事だと思いま
すので、これからも共生・共走出来たら
と思います。

4 ）

49周（約52km）完走した 株式会社アサヒディードの
皆様の感想
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5月27日（日）　花博記念公園・鶴見緑地で開催
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2018年 第3回全国ユニファイドサッカー大会2018年 第3回全国ユニファイドサッカー大会
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した。主管地区としてSON・大阪も協力
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2018年 日常スポーツプログラム活動一覧表2018年 日常スポーツプログラム活動一覧表

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

No

15

16

17

18

19

No

20

No

21

22

No

23

24

25

《北河内エリア》

《中河内エリア》

《大阪市エリア》

《泉州エリア》

《北摂エリア》

競技名

陸上

卓球

バスケットボール

バドミントン

ゴルフ

体操

ＭＡＴＰ

競泳

競泳

フロアホッケー

ボウリング

ボウリング

柔道

スピードスケート

競技名

陸上

フロアホッケー

競泳

ボウリング

ボウリング

競技名

卓球

競技名

バスケットボール

フライングディスク

競技名

競泳

サッカー

ボウリング

会　　場

寝屋川支援学校・公園陸上競技場

枚方市立渚体育館・総合体育館・サプリ村野他

寝屋川支援学校・東大阪支援学校

交野いきいきランド・交野市内小学校

くずはCC・和幸ＧＦ他

寝屋川支援学校・交野青年の家

寝屋川支援学校・保健医療大学

枚方支援学校・寝屋川支援学校

アミティ舞洲（大阪市）

交野市立小学校・青年の家他

WAVE34（枚方市）

なわてボウル（四條畷市）

わらしべ園（枚方市）

ラクタブドーム(門真)

会　　場

府立八尾支援学校

府立八尾支援学校

府立八尾支援学校

ボウルアロー（八尾市）

ボウルスペースHit（東大阪市）

会　　場

大阪工業大学（大阪市）

会　　場

健康プラザ・ファインプラザ（堺市）・長居障がい者SC他

ファインプラザ（堺市）

会　　場

二の切温水プール（豊中市）

大阪保健医療大学彩都（茨木市）他

イーグルボウル（大阪市）

合　　　　　　計

実施日時

日曜午前

日曜午前

日曜午前

日曜午前

土曜午後

日曜午前

日曜午前

日曜午前

土曜午後

日曜午前

水曜夜間

木曜夜間

土曜午後

火曜夜間

実施日時

土曜午前

土曜午前

土曜午前

水曜夜間

土曜午前

実施日時

日曜午前

実施日時

日曜午前

土曜午後

実施日時

土曜午後

日曜2ｼﾌﾄ

火曜夜間

アスリート数

38

19

33

19

4

6

3

30

22

10

20

18

7

19

アスリート数

24

10

12

12

13

アスリート数

15

アスリート数

48

5

アスリート数

13

37

14

451

ボランティア数

7

6

6

8

4

1

3

9

4

3

3

2

3

3

ボランティア数

5

4

4

3

3

ボランティア数

12

ボランティア数

6

3

ボランティア数

6

13

3

124

実施期間①

1/21～5/13（12回）

1/21～5/13（14回）

1/21～5/13（12回）

1/21～5/13（14回）

3/25～6/24（7回）

1/21～5/6（7回）

1/21～5/20（5回）

1/21～5/13（12回）

1/17～3/14（9回）

1/18～3/15（8回）

1/13～3/31（10回）

1/16～3/20（7回）

実施期間①

1/20～5/12（7回）

1/20～5/12（7回）

1/17～4/11（7回）

1/20～4/14（7回）

実施期間①

実施期間①

1/7～6/23（12回）

実施期間①

1/20～4/14（7回）

1/28～5/13（9回）

1/16～3/13（9回）

実施期間②

6/24～7/22（5回）

6/9～7/28（7回）

4/11～5/30（8回）

4/12～5/31（7回）

4/7～6/30（10回）

実施期間②

天候不良のため未実施

5/16～8/8（7回）

5/12～7/14（6回）

実施期間②

4/29～7/8（6回）

実施期間②

6/3～7/22（8回）

実施期間②

4/10～5/29（8回）
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大阪市立科学館でも楽しみました
　2018年夏季合宿は、8月25日(土),26日(日)の1泊2日で実施しまし
た。宿泊の予約が十分取れなくて、アスリート参加者は21名となりま
した。今年度より、1日目朝集合から2日目夕方解散となりました。プ
ログラムも大きく変更し、1日目は、午前中大阪市立科学館の見学とプ
ラネタリウムを楽しみました。午後は、アミティ舞洲アリーナでのレク
リェーションスポーツ、2日目は、スポーツプログラム（ボウリングと競
泳）、そしてミニ運動会を実施しました。
　市立科学館では、展示物に触れたりして楽しんでいました。レクリ
ェーションスポーツでは、ボッチャとフライングディスクをしました。
初体験のアスリートやボランティアコーチもいて、とても楽しい体験と
なりました。ミニ運動会は、4チームに分かれ、玉入れ,綱引き,スプー
ンレース,台風の目、2人組リレー、全員リレーの6種目をしました。み
んなで楽しくとても盛り上がった活動となりました。
　来年度は、今年「ナショナルゲーム愛知」大阪選手団合宿のため
実施できなかった滋賀県マキノ高原での合宿も実施予定です。アミテ
ィ舞洲合宿と合わせ、予定していますので、多くの参加をお待ちして
います。

（事務局次長　柳井　祥晴）

SON・兵庫 卓球競技会
　SON・兵庫 卓球競技会が、10月7日(日)兵庫県立文化体育館（神
戸常磐ホール）西代にて、開催されました。大阪からは、アスリート5
名　コーチ2名が参加しました。
　ナショナルゲーム愛知を体験したアスリートもおり、競技会参加へ
の意欲を持ってがんばっていました。今回、ダブルス参加も果たし、
団体では明石プログラムとの合同チームで優勝する事ができまし
た。新しい体験ができた競技会でした。

（ヘッドコーチ　浦本　朋視）

SON・滋賀地区大会 バドミントンの部
　2018年第5回スペシャルオリンピックス日本・滋賀　夏季地区大会
バドミントンの部に参加しました。
　大会は、2018年3月17日（土）湖南市総合体育館にて、バドミント
ン、卓球、バスケットボールの3競技が開催されました。大阪からは、
バドミントンに、8名のアスリートとコーチ2名、応援ファミリー9名の
19名が、参加しました。滋賀と併せると31名のアスリートが競い合い
ました。
　結果は、1位2人、2位2人、3位3人そして4位1人でした。何度か参加
している大会でしたが、今回初参加のアスリートもあり、新たな体験
をすることができ有意義な一日となりました。

（ヘッドコーチ　原　広実）

2016年 夏季合宿　第Ⅰ期　第Ⅲ期　滋賀県・マキノ高原2016年 夏季合宿　第Ⅰ期　第Ⅲ期　滋賀県・マキノ高原2018年 夏季合宿 8月25日～26日 1泊2日 アミティ舞洲2018年 夏季合宿 8月25日～26日 1泊2日 アミティ舞洲
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日曜午前

日曜午前

土曜午後

日曜午前

水曜夜間

木曜夜間

土曜午後

火曜夜間

実施日時

土曜午前

土曜午前

土曜午前

水曜夜間

土曜午前

実施日時

日曜午前

実施日時

日曜午前

土曜午後

実施日時

土曜午後

日曜2ｼﾌﾄ

火曜夜間

アスリート数

38

19

33

19

4

6

3

30

22

10

20

18

7

19

アスリート数

24

10

12

12

13

アスリート数

15

アスリート数

48

5

アスリート数

13

37

14

451

ボランティア数

7

6

6

8

4

1

3

9

4

3

3

2

3

3

ボランティア数

5

4

4

3

3

ボランティア数

12

ボランティア数

6

3

ボランティア数

6

13

3

124

実施期間①

1/21～5/13（12回）

1/21～5/13（14回）

1/21～5/13（12回）

1/21～5/13（14回）

3/25～6/24（7回）

1/21～5/6（7回）

1/21～5/20（5回）

1/21～5/13（12回）

1/17～3/14（9回）

1/18～3/15（8回）

1/13～3/31（10回）

1/16～3/20（7回）

実施期間①

1/20～5/12（7回）

1/20～5/12（7回）

1/17～4/11（7回）

1/20～4/14（7回）

実施期間①

実施期間①

1/7～6/23（12回）

実施期間①

1/20～4/14（7回）

1/28～5/13（9回）

1/16～3/13（9回）

実施期間②

6/24～7/22（5回）

6/9～7/28（7回）

4/11～5/30（8回）

4/12～5/31（7回）

4/7～6/30（10回）

実施期間②

天候不良のため未実施

5/16～8/8（7回）

5/12～7/14（6回）

実施期間②

4/29～7/8（6回）

実施期間②

6/3～7/22（8回）

実施期間②

4/10～5/29（8回）
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NPO法人スペシャルオリンピックス日本・大阪
●会員報告（2018年4月30日現在）

正 社 員／29名
一般会員／745名
賛助会員／法人会員　21団体
　　　　　個人会員　621名

編 集 後 記
　酷暑、台風、地震と天災が、次 と々日本
列島を襲いました。そのため、取りやめにな
った活動もありました。非日常になった時に、
アスリートは、混乱をします。その中で、可能
な限り予定通りの活動を実施してきました。
アスリートは、元気に参加しています。これか
らも、しっかり日常トレーニングを大切に取り
組んで行きます。今回の題字は、「中本
紘嗣さん」です。

（事務局長　井上　幹一）

9月1日（土）　いきいきランド 交野で
　会場に戻り、大阪
選手団壮行会を行
いました。各 競 技
ヘッドコーチから参
加 選 手 の 紹 介 の
後、枚方ライオンズク
ラブ所属の中村猛
元地区ガバナーはじ
め、ご臨席の皆様から激励の言葉を頂
戴し、ライオンズクラブ提供の応援旗、ス
ペシャルオリンピックス日本・大阪旗を、選
手団代表に手渡しました。
　最後に、アスリート代表政井由守さん、
勢木俊二団長より決意表明があり、愛知

　9月に愛知県において開催されるナ
ショナルゲームに向けて、ユニファイドリ
レートーチラン＆壮行会が、9月1日（土）い
きいきランド交野にて実施されました。
　当日は、あいにくの天候でしたが、アス
リート40名、コーチ役員25名の他、ご支援
いただいているライオンズクラブ国際協
会335－B地区6リジョンから10名の会員
の皆様がご参加いただきました。
　2月10日に、名古屋市熱田神宮で採火
された火を、参加者全員で、「We are  
The Torch Run」という元気なかけ声と

「私市っ鼓」の和太鼓演奏に送られて、
会場周りを１周しました。

に向けて選手団を送り出すことができまし
た。
　天候不良の中ご参加いただいた皆
様、ご協賛いただきましたライオンズクラブ
の皆様本当にありがとうございました。

（事務局長　井上 幹一）

豊中千里ロータリークラブ
ご寄付お礼

　2018年5月例会におきまして「スペシャ
ルオリンピックスの活動」をテーマに、築島
肖吉副理事長が、卓話研修をさせていた
だきました。また、貴ロータリ－クラブ様か
ら、今年も多大なご寄付を頂戴し、青少
年育成活動のご支持をいただきました。
長年の継続したご協賛に対し、深く感謝
申し上げます。

マルホ株式会社　ご寄付お礼
　会社創設１００年を記念して、社会貢
献団体へのご寄付を検討され、スペシャ
ルオリンピックス日本・大阪へ、ご支援を賜
りました。
　5月27日の共生･共走マラソン会場に
お越しいただき、多大なご寄付を頂戴しま
した。
　マルホ株式会社様は、皮膚関係の医
薬品を製造販売されている会社です。担
当者の方は、近畿ブロック競泳競技会に
もボランティアとしてご参加いただきまし
た。物心共にご支援感謝申し上げます。

■2018年5月～6月　ご寄付・ご協賛いただいた皆様（順不同・敬称略）

大阪芸術大学
株式会社あしすと阪急阪神

宗教法人四天王寺
平松総合会計事務所

大阪新梅田シテイライオンズクラブ
堺浜寺ライオンズクラブ
堺陵東ライオンズクラブ

寝屋川中央ライオンズクラブ
スギムラ運輸株式会社

大阪シティ信用金庫
株式会社クローバーコスメイク

ダイキン工業労働組合
二葉計器株式会社

高槻グリーライオンズ
堺泉北ライオンズクラブ

寝屋川中央ライオンズクラブ
枚方中央ライオンズクラブ

サントリーホールディングス株式会社
古田　俊雄

玉井　惠美子
高橋　真由美

榎本　勉
喜多　喜美
湯浅　真介

野　　利雄
坂田　良雄

喜多　芙美子
小川　節子

福本　幸子
勢木　俊二

大阪府ボウリング連盟
株式会社ジェイコムウエスト

大和電気商工株式会社
マルホ株式会社

高槻中央ライオンズクラブ
堺登美丘ライオンズクラブ
枚方中央ライオンズクラブ

和楽器ユニット「蓮風」
滋慶学園グループ 

学校法人エール学園
関西ユナイトプロテクション株式会社

千房株式会社
茨木ハーモニーライオンズクラブ

豊中千里ロータリークラブ
堺フェニクスライオンズクラブ

ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社
富士ゼロックス大阪株式会社

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社
隅田　喜郎
西野　守道

高橋　　明
井原　宗義

2018年SO日本夏季ナショナルゲーム愛知
大阪選手団ユニファイドリレー トーチラン＆壮行会


