
令和3年8月20日現在

●選手団長　　中本　宏子（弓道 、藤枝市）

●旗　　手　　岩澤　敏幸（テニス 、藤枝市）

●スポーツ交流大会

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名

1 永田 晁 男 82 藤枝市 40 佐野 栄 男 77 伊豆の国市

2 向坂 栄次 男 81 焼津市 41 藤井 孝俊 男 80 伊豆の国市

3 酒井 喜代志 男 72 藤枝市 42 鈴木 清子 女 78 伊豆の国市

4 鈴木 哲夫 男 71 焼津市 43 下里 久恵 女 78 伊豆の国市

5 篠ケ谷 八重子 女 76 藤枝市 44 杉本 肇 男 75 藤枝市

6 内海 容子 女 74 焼津市 45 加藤 大之 男 63 牧之原市

7 増田 幸子 女 63 藤枝市 46 飛田 博也 男 60 焼津市

8 内海 忠良 男 77 焼津市 47 北澤 正孝 男 67 磐田市

9 森田 康裕 男 72 裾野市 48 西郷 すみ江 女 81 牧之原市

10 国ノ十 善樹 男 72 長泉町 49 佐々木 芳博 男 74 湖西市

11 孕石 順子 女 62 藤枝市 50 小澤 壯吉 男 84 袋井市

12 南谷 千代子 女 66 掛川市 51 林 一寛 男 68 磐田市

13 飯田 政人 男 62 焼津市 52 宮城 すみ江 女 67 菊川市

14 岩澤 敏幸 男 62 藤枝市 53 中本 富弘 男 67 藤枝市

15 小澤 正直 男 62 富士市 54 鈴木 孝信 男 67 沼津市

16 原 博男 男 69 清水町 55 藤原 久士 男 80 磐田市

17 武井 美晴 男 72 清水町 56 中本 宏子 女 67 藤枝市

18 渡邉 康子 女 71 清水町 57 長谷川 靖高 男 68 三島市

19 村中 裕紀子 女 66 沼津市 58 安藤 ひろ美 女 74 藤枝市

20 遠藤 広美 女 63 富士宮市 59 西森 和男 男 70 磐田市

21 八田 滋 男 75 藤枝市 60 大田 稔 男 68 沼津市

22 大場 均 男 66 藤枝市 61 前田 武𠮷 男 65 藤枝市

23 井上 一之 男 65 藤枝市 62 髙林 要則 男 62 磐田市

24 加藤 富士男 男 65 焼津市 63 大場 隆史 男 61 磐田市

25 出野 信宏 男 61 磐田市

26 鈴木 章順 男 68 磐田市

27 由利 栄三 男 71 藤枝市 ●ふれあいスポーツ交流大会

28 平野 一夫 男 66 藤枝市 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名

29 小花 義忠 男 63 藤枝市 64 大塚 安孝 男 86 磐田市

30 坂口 高夫 男 71 藤枝市 65 増田 裕英 男 76 富士市

31 杉本 忠雄 男 72 藤枝市 66 田丸 博俊 男 75 焼津市

32 島村 隆二郎 男 64 藤枝市 67 岩谷 壽夫 男 67 藤枝市

33 山田 信一 男 64 島田市 68 鈴木 由利子 女 67 掛川市

34 大滝 弘道 男 60 藤枝市 69 荒河 なおみ 女 62 吉田町

35 村松 徳夫 男 77 藤枝市 70 村松 克美 女 62 袋井市

36 中谷 征四郎 男 83 藤枝市 71 眞鍋 直子 女 61 袋井市

37 袋井 桂子 女 87 島田市

38 松本 しゑ 女 87 島田市

39 吉野 あさ子 女 80 藤枝市

ねんりんピック岐阜２０２１　静岡県選手団一覧
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（静岡県）
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（静岡県）
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（静岡県チーム）



●ふれあいスポーツ交流大会（つづき）

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名

72 山田 寅男 男 84 島田市 103 鈴木 正和 男 72 焼津市

73 五十棲 勇 男 77 牧之原市 104 丸山 義明 男 71 焼津市

74 多々良 好一 男 73 焼津市 105 山田 眞典 男 70 焼津市

75 山本 恵一 男 74 菊川市 106 市川 雅司 男 68 焼津市

76 丸山 昌浩 男 82 御前崎市 107 鈴木 銀次郎 男 67 焼津市

77 杉本 光繁 男 74 掛川市 108 比留間 義行 男 67 焼津市

78 松浦 千春 男 70 藤枝市 109 河本 喜久 男 66 島田市

79 清 茂高 男 74 富士宮市 110 成瀬 敏弘 男 65 焼津市

80 小野沢 正年 男 71 島田市 111 大石 愛二 男 65 島田市

81 渡辺 真一郎 男 70 静岡市 112 木村 正利 男 65 牧之原市

82 田島 昌幸 男 68 焼津市 113 望月 晃 男 64 静岡市

83 宮崎 順之 男 64 菊川市 114 小林 鋭行 男 62 焼津市

84 海野 和雄 男 70 静岡市 115 榎田 恵司 男 62 藤枝市

85 高橋 孝 男 66 島田市 116 鈴木 博久 男 61 焼津市

86 杉山 桂介 男 64 静岡市 117 服部 𠮷明 男 60 焼津市

87 亀山 正敏 男 66 静岡市 118 大石 弘 男 66 焼津市

88 藤江 郁雄 男 64 静岡市 119 鈴木 三千夫 男 62 焼津市

89 勝亦 伸一 男 63 御殿場市 120 上澤 誠一 男 66 焼津市

90 牧野 太巳也 男 63 静岡市 121 大石 尚子 女 62 焼津市

91 荻原 琢男 男 63 三島市 122 小川 雅代 女 62 焼津市

92 長谷川 忠士 男 63 静岡市 123 松村 まゆみ 女 65 焼津市

93 堀越 泰雄 男 63 静岡市 124 久保山 智子 女 64 焼津市

94 永井 一彰 男 62 静岡市 125 井出 良美 女 72 富士市

95 柴 一寿 男 62 静岡市 126 久保田 加代子 女 71 富士市

96 石垣 俊幸 男 62 静岡市 127 田島 美知子 女 71 富士市

97 村松 潮見 男 62 静岡市 128 清水 ヨリ子 女 78 富士市

98 望月 康史 男 64 静岡市 129 田中 美子 女 67 富士市

99 堀 吉孝 男 60 静岡市 130 増田 洋 男 72 焼津市

100 竹川 博明 男 65 藤枝市 131 清水 知子 女 63 焼津市

101 田中 裕己 男 71 静岡市 132 杉本 時子 女 85 焼津市

102 沢木 久雄 男 69 静岡市 133 岩﨑 ひろ子 女 73 焼津市

134 深沢 みさ江 女 72 焼津市

135 河合 満代 女 70 焼津市

136 那知 八千代 女 69 焼津市

137 野田 きみ子 女 67 焼津市

ソフトバレー

ボール

（焼津天照）

ウォークラリー

（富士山熟女チーム）

太極拳

（石花海）

ラグビーフット

ボール

（静岡県）

サッカー

（焼津飛魚サッカー

クラブ）

グラウンド・

ゴルフ

（富士山チーム）



●ふれあいスポーツ交流大会（つづき） ●文化交流大会

番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名 番号 競技名（チーム名） 氏名 性別 年齢 市町名

138 後藤 徹 男 74 静岡市 172 長﨑 清登 男 75 富士市

139 新野 圭介 男 75 掛川市 173 鈴木 俊雄 男 72 長泉町

140 新野 眞佐子 女 73 掛川市 174 丸山 昭二 男 71 富士市

141 大山 篤 男 75 掛川市 175 石野 俊夫 男 62 掛川市

142 古山 八重子 女 72 掛川市 176 宇藤 敬行 男 71 磐田市

143 鈴木 孝夫 男 71 磐田市 177 村上 恭造 男 85 富士市

144 鈴木 清美 女 71 袋井市 178 池田 昭弘 男 79 藤枝市

145 西川 誠 男 67 伊豆の国市 179 池田 秀明 男 80 磐田市

146 古田 弘子 女 67 三島市 180 市川 敏子 女 78 藤枝市

147 白井 義博 男 74 裾野市 181 齋藤 啓子 女 73 牧之原市

148 宮川 静夫 女 83 裾野市 182 嶋 照生 男 61 富士市

149 白井 智子 男 70 裾野市 183 杉山 康光 男 79 静岡市

150 宮川 睦美 女 83 裾野市 184 江川 耕一 男 68 浜松市

151 八木 美知代 女 71 焼津市 185
俳句

（チームしづおか）
鈴木齊夫 男 76 静岡市

152 吉田 好子 女 65 焼津市

153 加藤 公子 女 73 焼津市 ●美術展

154 鈴木 一枝 女 68 焼津市 番号 氏名 性別 年齢 市町名

155 水島 ともえ 女 70 焼津市 186 松川 勝昭 男 85 沼津市

156 堀田 峰子 女 72 焼津市 187 池谷 千恵子 女 81 清水町

157 村松 里美 女 64 焼津市 188 法月 英雄 男 84 焼津市

158 出野 幹夫 男 63 藤枝市 189 藤原 秀夫 男 72 焼津市

159 小林 孝一 男 65 湖西市 190 大場 啓史 男 85 松崎町

160 馬道 和洋 男 70 藤枝市 191 田邊 悟 男 80 牧之原市

161 駒田 文夫 男 68 藤枝市 192 鈴木 辰哉 男 69 牧之原市

162 石澤 譲二 男 75 島田市 193 鈴木 淳一 男 88 磐田市

163 増田 光次郎 男 86 藤枝市 194 笹津 治子 女 83 沼津市

164 大内 伸一 男 73 藤枝市 195 宇津木 宏臣 男 75 沼津市

165 齋藤 みつ子 女 75 牧之原市 196 米倉 政明 男 81 富士市

166 加茂川 勲 男 74 牧之原市 197 勝呂 武 男 84 伊豆の国市

167 名波 高宗 男 73 牧之原市

168 長谷川 勝利 男 76 牧之原市

169 田伏 清子 女 73 牧之原市

170 廣沢 凉代 女 74 牧之原市

171 加藤 幸枝 女 71 牧之原市

バウンドテニス
（牧之原　マキティー）

インディアカ

（北道原）

オリエンテーリ

ング

（静岡県－Ａ）

ターゲット・

バードゴルフ

（静岡県Ｔ・Ｂ・Ｇ）

美術展

ダンススポーツ

（ふじさんチーム）

囲碁

（ふじのくに）

将棋

（静岡富士山チーム）

健康マージャン

（チーム富士の国）

ディスクゴルフ

（ふじさんすその）
かるた

（チーム静岡）


