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　国内最大の障害者スポーツの祭典、第１７回全
国障害者スポーツ大会「２０１７愛

え

顔
がお

つなぐえひめ
大会」が、「君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞
え」の大会スローガンのもと、１０月２８日（土）～
３０日（月）の３日間、愛媛県で開催されました。
　皇太子殿下ご臨席のもと、本県選手団（団長・上
田隆司富山県知的障害者福祉協会副会長）は、結
団壮行式で山崎康至副知事から手渡された県旗
を掲げる藤信美紀旗手（県立高岡聴覚総合支援学
校）を先頭に、県花のチューリップを手に、堂々と
行進しました。
　本大会は、誰もが新たな可能性にチャレンジし
ながら、その楽しさや喜び、大きな感動にめぐり合
うとともに、愛

え

顔
がお

あふれる愛媛での経験を踏まえ
＂新しい自分＂へと成長しながら、未来へ向かって、
はばたくことができる大会とすることを目的として

開催されました。
　本県選手は陸上、水泳、卓球（STT含む）フライ
ングディスク及びボウリング競技に自己記録更新
を目指して出場し、金メダル１０個、銀メダル１０
個、銅メダル１個を獲得するとともに、全国から
集った仲間とも交流を通して、友情の絆を深める
こともできました。
　特に、今大会は初日、大会２日目は台風２２号の
直撃を受けた悪コンディションの中でしたが、愛
媛県の役員並びにサポートボランティアの学生さ
んの献身的なお世話により、素晴らしい結果を出
すことができました。心より感謝申し上げます。
　富山県選手団にとってこの大会はまさに夢と感
動を与えていただき、いつまでも記憶に残る大会と
なりました。
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第17回全国障害者スポーツ大会「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ大会」
意気揚々と、愛媛で輝いた　富山県選手団！

「君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え」

（１）
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富山県を応援させて頂きました。至らぬ事が多く、十分な
おもてなしはできませんでしたが、皆さんと過ごせた日々
は私の人生でかけがえのない時間と、沢山の思い出を残
してくれた、大事な５日間でした。選手団の皆さん、競技
や交流を通じて、楽しみ・喜び・感動に巡り合わせてくれ
てありがとうございました。いつかまた、みなさんと逢え
る日を思いながら、新しい自分へと成長していきたいと
思います。また、逢いましょう！

愛
え

顔
がお

つなぐえひめ大会に大会に出場にして
フライングディスク　砺波市　吉田　隆信

　この度は、思ってもいなかった突然の出場のお知らせに戸
惑いやら不安を感じておりました。役員の方々、指導員の皆
様の温かい心での指導、激励のお陰で台風２２号の大きな
雨の中での競技となりましたが、アキュラシーの試合で見事
に銅メダルを獲得することができました。翌日は私だけが試
合が無く、選手の方々に力強い応援をしました。最終日の
ディスタンス競技は私だけの試合となり、全員の皆様の大声
援を頂きましたが、まだまだ苦手で、自分の形を掴めぬまま
での試合となり、７位で残念な思いをしました。
　もっと練習に励み、自分の記録を大きく伸ばせるよう頑張
ります。大きな思い出に残る体験に感謝しております。本当
に有り難うございました。

愛
え

顔
がお

つないだ愛媛大会
卓球（STT)　富山視覚総合支援学校

高等部２年　山崎　　匠
　先日行われた「愛

え

顔
がお

つなぐえひめ大会」で、僕はサウンド
テーブルテニス（STT)競技に出場しました。全国大会は２回
目ですが、この競技での出場は初めてです。この競技はアイ
マスクをした状態で、音の出るボールを打ち合う競技です。　
　１日目は緊張していたのか、ミスが多く、思うように力を発
揮することができませんでした。その夜、僕は自分のプレー
に自信をもつことができなくなってしまいました。しかし、選
手団やサポートボランティアの皆さんからの応援で元気をも
らい、２日目は自分の力を出し切って個人戦２位の成績を残
すことができました。僕が得たのは良い成績だけではありま
せん。県選手団の方たちと話をしたり、活動をともにしたり、

全国障害者スポーツ大会選手団
　　　		富山県選手団　団長　

富山県知的障害者福祉協会　副会長　上田　隆司
　10月27日午前、快晴に映える立山連峰に見送られ、富
山県選手団45名が富山空港を出発しました。羽田経由
で松山空港に到着。大会に出席される皇太子殿下が同じ
便に搭乗されました。
　３日間の大会は、台風の接近で屋外の式典と競技の進
行が危ぶまれました。開会式は小雨が降りしきる愛媛県
総合運動公園陸上競技場において、県選手団は旗手の藤
信美紀さんを先頭に、チューリップを掲げて行進しまし
た。多くの観客の声援を受け、気分が高揚するとともに、
予定通り開催され、ほっとしました。選手は、５競技で、
日頃の練習の成果を発揮されました。陸上とフライング
ディスクは屋外の実施で、２９日は激しい雨の中、強行さ
れました。選手は大変でしたが、かえって強く印象に残っ
たのではないでしょうか。
　30日の閉会式は、笑顔と涙、感動に包まれました。会
場外で選手を見送る地元の皆さんの
人垣は圧巻でした。翌日、まぶしく輝
く瀬戸内海を電車の窓越しに見なが
ら、全員元気に帰途に着きました。５
日間、早朝から夜遅くまで選手団を
お世話頂いた愛媛県の担当の方々、そ
してボランティア、愛媛県民の皆様、
本当にありがとうございました。

（２）

「愛
え

顔
が お

つなぐえひめ大会」に出場された選手の皆さんや、役員の方から
の感想等を紹介します。

えひめ大会に参加して
愛媛県中予地方局建設部　富山県担当リーダー　

中根　英一
　64年ぶり初の県単独開催となったえひめ国体で、愛顔
と歓喜がわき起こってから３週間後にこの大会が開幕し
ました。選手団、出演者等、大会関係者や観覧者など、約
２万２千人が開会式に参加しました。あいにくの雨でした
が、全国の選手団の堂々と行進する姿を見て、僕の中で
のえひめ大会が始まりました。
　担当させて頂いた富山県選手団の皆さんはとても明る
く、優しく接してくださって本当に助かりました。空港で
お迎えしたときに気軽に話して頂いて不安が一気に無く
なり、心から楽しめるようになりました。大会中は精一杯
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他県の選手団の方たちと交流したりする中で、多くの人と出
会い、たくさんの思い出を作ることができました。
　３日間の大会で、とても有意義な時間を過ごすことができ
ました。応援してくださった皆さん、一緒に練習してくださっ
た皆さんに、心から感謝しています。
　本当にありがとうございました。

二度めの全国大会
水泳　黒部市　角井　俊生

　私は長崎県の全国大会以来３年ぶりに富山県選手団と
して大会に参加しました。飛行機に乗る前から、「他県の
選手に会いたい」「松山のプールで泳ぎたい」というワク
ワクが止まらなかったです。愛媛県に着くと早速バスで会
場のアクアパレット松山に向かい、前日練習で、プールの
感触を確かめました。そして大会１日目、他県の選手や
コーチと交流し、午後から25m平泳ぎのレースが始まり
ました。飛び込みの感じもよく、15秒15で１位になるこ
とができました。２日目の50ｍ平泳ぎではレース前は少
し緊張しましたが、楽しんで泳ぎ切り、32秒84で１位に
なることができました。目標だった大会新記録は出せま
せんでしたが、家族や会社の皆さん、県選手団やボラン
ティアの皆さんなどの応援のおかげで、自己ベストを出す
ことができました。今後はこの大会の経験を生かし、東
京パラリンピックに向けて頑張ります。

サポートボランティアを経験して
（卓球・STT）

愛媛県　相
あい

原
ばら

　愛
ま

永
なえ

　私は卓球競技のボランティアとしてはひとりで富山県選
手団を担当することになり、皆さんが力を出せるように応
援できるだろうかと、とても不安で、どきどきしていまし
た。でも、皆さんは良い方ばかりで、私の応援グッズを褒
めて頂いて、本当に嬉しかったです。
　選手はハンディをものともせず、一球一球真剣に打ち
返し、はらはらしながら見守りましたが、時にはあまりに
も速すぎて、球を見失うほどでした。勝利した時、自分の
事のように嬉しかったです。
　選手の皆さんの、熱い思いで競技に臨む姿、ひたむき
に頑張る姿には心打たれ、一生懸命な選手団の皆さんを
羨ましく思いました。私には情熱や熱い思いをぶつける
経験があまりありませんでしたから、皆さんはとても眩し
く、自分もそんな姿になりたいと思いました。本当にあり
がとうございました。

練習の成果が出た全国大会
ボウリング　富山市　辻内　京平

　僕は全国大会への出場が決まってから、大会に備えて
毎日練習しました。良い結果が出ず、悩んだ事もありまし
たが、富山県選手として、負けたくなかったので、一生懸
命練習しました。
　本戦では、その成果がしっかり出せて金メダルをとる事
ができて、嬉しかったです。でも、一人でとったメダルじゃ
なくて、まわりの人達に教えて貰えたお陰もあるというの
を忘れないようにしたいと思います。今回自分にとって金
メダルは初だったので、一生思い出に残る大会でした。
　でも、まだ第一歩を踏み出したに過ぎないので、これに
満足しないで、これからも頑張りたいと思います。支援し
てくださった皆さんのお陰でメダルを取ることができた
し、有名な道後温泉にも行くことができて、本当に最高の
全国大会でした。ありがとうございました。

（３）

全障スポ in 愛媛に参加して
陸上　高岡聴覚総合支援学校　高等部３年　藤信　美紀
　私にとって全国障害者スポーツ大会に参加するのは、３
年前の長崎がんばらんば大会以来２回目でした。今年は
陸上選手としてだけではなく、旗手にも選ばれ、いい経験
をさせて頂きました。私は走り高跳びと走り幅跳びに出
場し、それぞれ２位、５位という結果でした。悪天候でよ
い記録を出せず、悔し涙を流しましたが、全国から集まる
選手たちと競えてよかったです。また、県選手団や、全国
の方々とも深く交流でき、笑顔溢れる思い出ができまし
た。今後も陸上を続けるので、悔しい思いをしたことを進
学先でも生かしていきたいと思います。
　最後になりますが、県選手団の皆様、ボランティアの皆
様、５日間大変お世話になりました。愛媛までかけつけて
くれた家族、富山県から応援してくれた仲間たち、感謝で
いっぱいです。本当に有り難うございました。
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　富山県レディース卓球連盟会長、沢田広子氏、同じ
くSTT担当大坪たか子氏を講師に迎え、サウンドテー
ブルテニスの審判員養成講習会が開催されました。午
前はこの競技の歴史、背景、ルールや道具、用語の説
明から始まり、主審、副審の役割や応援のマナーも学
びました。次に実践を交えながらの講習開始。まずは
アイマスクなしで動きとルール、審
判のコール等を身に付けていきま
す。アイマスクをして音だけが頼り
のゲーム形式になると、競技の難
しさを受講者は実感していまし
た。　
　午後はこのスポーツ教室で活動
しておられるメンバーも加わって、

実力を披露して頂き、音だけで方向や球の強さを瞬時
に判断される事に受講者は驚きをかくせませんでし
た。正確なジャッジには経験を重ねることが大切、と
の感想も聞かれました。受講者には修了証書が渡され
ました。ご協力頂いた方々には本当にありがとうござ
いました。

第17回全国障害者スポーツ大会「愛
え

顔
がお

つなぐえひめ大会」
富山県選手団の記録

◇金メダル10個　◇銀メダル10個
◇銅メダル　1個

（４）

第２回　審判員養成講習会　サウンドテーブルテニス（STT）
期日：９月１０日（日）　　会場：富山県視覚障害者福祉センター

競技名 氏名 所属 種目 記録 順位

水
泳

角井俊生 黒部市
50m平泳ぎ 32秒84 1位
25m平泳ぎ 15秒15 1位

立石雄太郎 富山市
50m自由形 33秒07 ５位
25m平泳ぎ 23秒49 ４位

吉田博美 砺波市
25m平泳ぎ 23秒63 2位
25m自由形 16秒43 1位

卓
球

加藤博史 富山市 一般卓球 4点
（2勝0敗） 1位

蜷川優也 滑川市 一般卓球 6点
（3勝0敗） 1位

山崎　匠 富山視覚総
合支援学校 サウンドテーブルテニス 3点

（1勝1敗） 2位

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク

殿井龍次 高岡高等
支援学校

アキュラシーディスリート 5 6投 4位
ディスタンスメンズ ･スタンディング 29m19㎝ 4位

浜田雅人 魚津市
アキュラシーディスリート 7 3投 4位
ディスタンスメンズ ･スタンディング 40m49㎝ 5位

二口孝道 射水市
アキュラシーディスリート 7 6投 4位
ディスタンスメンズ ･スタンディング 24m20㎝ 5位

山田睦海 南砺市
アキュラシーディスリート 5 9投 4位
ディスタンスメンズ ･スタンディング 36m63㎝ 2位

吉田隆信 砺波市
アキュラシーディスリート 5 9投 3位
ディスタンスメンズ ･スタンディング 23m24㎝ 7位

辻内京平 富山市  ボウリング 690点
（4ゲーム） 1位

競技名 氏名 所属 種目 記録 順位

陸
上

木村凌大 高岡高等
支援学校

100m 13秒39 7位
立幅跳 1m99㎝ 8位

桑名瑛司 富山高等
支援学校

100m 12秒94 6位
立幅跳 2m54㎝ 2位

齋藤孝太 高岡聴覚総
合支援学校

100m 12秒75 5位
200m 26秒21 4位

紫藤祥希 高岡聴覚総
合支援学校

800m 2分13秒00 2位
1500m 4分41秒74 2位

中原知之 富山視覚総
合支援学校

ソフトボール投 49m59㎝ 2位
立幅跳 2m24㎝ 4位

細川一雄 富山市
100m 20秒89 1位
800m 3分08秒34 1位

水野陽介 富山視覚総
合支援学校

100m 13秒93 5位
走幅跳 4m38㎝ 2位

伊勢りいな 高岡高等
支援学校

100m 14秒85 5位
立幅跳 1m98㎝ 2位

乾　桜花 しらとり
支援学校

100m 15秒83 4位
走幅跳 2m97㎝ 6位

岩本美歌 大沢野中
学校

1500m 6分04秒08 1位
ジャベリックスロー 14m03㎝ 1位

藤信美紀 高岡聴覚総
合支援学校

走高跳 1m32㎝ 2位
走幅跳 3m67㎝ 5位

伊勢りいな
木村凌大
齋藤孝太
桑名瑛司

4×100m
リレー 

ー 失格

ボ
ウ
リ
ン
グ
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　晴天の下、県総合運動公園屋内グラウンド及びファ
ミリー広場を会場として、359名（身体：108名、知
的：231名、オープン：20名）の選手が参加して開催
されました。
　開会式では、齊木志郎県障害福祉課長の開会の挨
拶、久々江除作県身体障害者福祉協会長の激励のこ
とばの後、富山総合支援学校高等部３年粟島英也さ
んが選手宣誓を行いました。アキュラシー種目のディ
スリート・ファイブでは沖田喜次郎さんをはじめ11名
が10点、中澤喜義さんをはじめ23名が９点、ディス

リート・セブンでは、飛弾駿さんが９点を出すなど、
日頃の練習の成果を発揮されました。
　ディスタンス種目では、立位男子の部で中川元喜さ
ん、立位女子の部で下野富枝さん、座位男子の部で梅
澤ゆとりさん、座位女子の部で千澤雛希さんが最長飛
距離を出されました。
　この大会は、県障害者フライングディスク協会、県障
がい者スポーツ指導者協議会の他、多くのボランティ
アの皆さんの協力を得て開催しました。

　卓球競技会は、県総合体育センター大アリーナ、小
アリーナ、会議室を会場に、１６９名（身体６６名、知
的１０１名、オープン参加２名）の参加選手で開催さ
れました。
　種目別では、一般卓球は１５２名、サウンドテーブル
テニス（STT）は１７名が出場しました。
　開会式では、齊木志郎県障害福祉課長の開会の挨
拶、石倉義則県聴覚障害者協会理事長、原田佳津広
県卓球協会長の激励のことばの後、高岡高等支援学
校２年六田彩華さんが選手宣誓を行いました。

　午前は障害及び年齢区分別、男女別にリーグ戦が、
午後は、身体と知的に分かれての交流トーナメント戦
が行われました。トーナメント戦、上位グループ優勝
者は、身体の部、蜷川優也さん、知的の部（男子）加
藤博史さん、知的の部（女子）杉本実里さん、サウン
ドテーブルテニスの部、山崎匠さんでした。
　この大会は、県卓球協会レディース連盟、県障がい
者スポーツ指導者協議会の皆さん、富山福祉短期大
学生の協力を得て運営されました。

※（各競技会の成績の詳細は協会ＨＰをご覧ください。）

（５）

第17回　富山県障害者スポーツ大会
フ ラ イ ン グ デ ィ ス ク 競 技 会

卓 球 競 技 会

期日：9月24日（日）　　会場：富山県総合運動公園

期日：11月12日（日）　　会場：富山県総合体育センター
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平成 29 年度　中央研修会及び全国大会等へ派遣された皆さんです。

平成29年度 障害者スポーツ全国大会及び国際大会への選手派遣事業（旅費の一部を補助しています）

No.	　　　　　　　　　　　　大	会	名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	開	催	期	日	 　　　　　　　　　　　開	催	地						　　　　　　　　　　　　　派遣者数

	 1	 第45回日本車椅子バスケットボール選手権大会	 5月3日～5日	 東京都渋谷区「東京体育館」	 13
	 2	 第9回Fazza国際車椅子バスケットボールトーナメント	 5月10日～19日	 アラブ首長国連邦・ドバイ	 2
	 3	 2017アジア･オセアニア地区選手権大会	 5月21日～29日	 香港	 2
	 4	 2017IWBF男子U23車椅子バスケットボール選手権大会	 6月8日～18日	 カナダ・トロント	 2
	 5	 2017年度第20回日本知的障害者選手権水泳競技大会	 6月11日	 横浜市「横浜国際プール」	 2
	 6	 第21回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会	 7月15日～16日	 兵庫県神戸市「グリーンアリーナ神戸」	 3
	 7	 2017全国ジュニア選抜車椅子バスケットボール大会	 8月5日～6日	 愛知県豊田市「スカイホール豊田」	 2
	 8	 2017ジャパンパラ水泳競技大会	 9月2日～3日	 江東区「東京辰巳国際水泳場」	 2
	 9	 第14回全国視覚障害者卓球大会	 9月17日～18日	 宮城県「仙台市新田東総合運動場」（元気フィールド仙台）	 6
	10	 第51回全国ろうあ者体育大会（卓球競技）	 9月21日～24日	 静岡県藤枝市「静岡県武道館」	 15
	11	 第51回全国ろうあ者体育大会（ボウリング競技）	 9月21日～24日	 静岡市「ボウルアピア静岡店」	 5
	12	 第51回全国ろうあ者体育大会（野球競技）	 9月21日～24日	 静岡市「静岡県草薙総合運動場」他	 13
	13	 第31回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会	 9月29日～10月1日	 岡山県「浅口市立ふるさとかもがたプラザ」	 6
	14	 第8回全国ろうあ高齢者グラウンド・ゴルフ大会	 9月29日～10月1日	 岡山県「百間川グラウンド・ゴルフ場」	 5
	15	 第13回全日本障がい者空手道競技大会	 9月30日	 東京都足立区「東京武道館」	 6
	16	 第20回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会	 10月1日	 金沢市「城北市民運動公園金沢プール」	 2
	17	 2017バンコク世界オープン	 10月2日～10日	 タイ・バンコク	 2
	18	 2017年スペシャルオリンピックス日本・広島設立20周年記念全国陸上競技会	 10月7日～9日	 広島県「みよし運動公園陸上競技場」	 5
	19	 第19回全日本ブロック選抜車椅子バスケットボール選手権大会	 11月10日～11日	 福岡県北九州市「北九州市立総合体育館」	 5
	20	 第19回日本ボッチャ選手権大会（本大会）	 11月10日～12日	 大阪市「舞洲府民共済SUPERアリーナ」	 3
	21	 第34回日本身体障がい者水泳選手権大会	 11月18日～19日	 千葉県「千葉国際総合水泳場」	 4
	22	 ジャパンパラサイクリングカップ2017	 11月18日～19日	 静岡県「伊豆ベロドローム」	 3
	23	 第9回国際クラス別パラ卓球選手権大会	 11月25日～26日	 大阪府大阪市「大阪市舞洲障害者スポーツセンター」	 3
	24	 全国車椅子マラソン	 12月2日～	3日	 神奈川県「日産自動車追浜工場」	 3
	25	 スペシャルオリンピックス日本2017年第2回全国ユニファイドサッカー大会	 12月9日～10日	 大阪府堺市「堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター」	 13
	26	 2017卓球バレー全国交流大会	 12月10日	 京都市障害者教養文化・体育会館	 8
	27	 2018全日本チェアスキーチャンピオンシップ	 2月10日～12日	 長野県山ノ内町「よませ温泉スキー場」	 4
	28	 第43回全国ろうあ者冬季体育大会	 2月10日～12日	 岩手県「雫石スキー場」	 1
	29	 第47回全国身体障害者スキー大会	 3月9日～10日	 新潟県「苗場スキー場」	 6
	30	 第27回全国ろうあ者ボウリング選手権大会	 3月10日～11日	 山形市「山形ファミリーボウル」	 2
	31	 第38回ジャパンオープンパラ卓球選手権大会	 3月17日～18日	 箕面市「箕面市立総合運動場・スカイアリーナ」	 4

（６）

No 研修会名等 期　　　　日 会　　　　場 派遣者

1 全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 7月8日（土）～9日（日） 越前市福祉健康センター 小島　之弘さん

2
第21回全日本障害者・高齢者フライングディスク競技会
及び第7回全国障害者フライングディスク協会ネットワー
ク強化競技会

8月5日（土）～6日（日） ホテルルートイン五反田
東京・駒沢オリンピック競技場 坪田　尚平さん

3 障がい者スポーツトレーナー養成講習会
（前期）8月18日（金）～20日（日）

障害者スポーツ文化センター　横浜ラポール 三鍋　源太さん
（後期）H30年1月18日（木）～21日（日）

4 上級障がい者スポーツ指導員養成講習会
（前期）8月25日（金）～28日（月）

大阪市長居障がい者スポーツセンター 箕島　英二さん
（後期）11月4日（土）～7日（火）

5 2017　日本ボッチャ協会指導者養成講習会 9月3日（日） 大阪市舞洲障がい者スポーツセンター 堀井　省志さん

6 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会
（前期）9月29日（金）～10月3日（火）

下関市社会福祉センター 安井　浩美さん
（後期）H30年2月8日（木）～12日（月祝）

7 日本身体障がい者水泳連盟指導者研修会 H30年1月20日（土）～21日（日） 神戸市しあわせの村 内藤　真弓さん	
村下　令子さん

8 ステップアップ研修会（2） H30年1月28日（日） 名古屋市障害者スポーツセンター 林　三千代さん

○車椅子バスケットボール
◦「第19回全日本ブロック選抜車椅子バスケットボール選手
権大会」が11月に「北九州市立総合体育館」で開催され、富
山県WBC所属の宮島徹也他４選手がエントリーする東海北
陸ブロックチームが準優勝しました。
◦「2017全国ジュニア選抜車椅子バスケットボール大会」が
８月に「スカイホール豊田」で開催され、富山県WBC所属の
岩井孝義、寺内一真の２選手がエントリーする東海北陸ブ
ロックチームが準優勝しました。
◦「第21回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会」が
７月に「グリーンアリーナ神戸」で開催され、富山県WBC所
属の安田武士、山口裕二、森直樹の３選手がエントリーする
東海北陸ブロック選抜チームが準優勝しました。

○水泳
◦「第20回日本知的障害者選手権(25m)水泳競技大会」が

10月に「城北市民運動公園金沢プール」で開催され、角井
俊生さんが100m個人メドレー、50ｍ平泳ぎで優勝されま
した。
◦「第34回日本身体障がい者水泳選手権大会」が11月に
「千葉国際総合水泳場」で開催され、吉田博美さん、角井俊
生さんが50ｍ平泳ぎでそれぞれ準優勝されました。

○障がい者空手道
◦「第13回全日本障がい者空手道競技大会」が９月に「東京
武道館」で開催され、高野勝さんが形の部で優勝、組手の部
で準優勝されました。

○スペシャルオリンピックス
◦「2017年スペシャルオリンピックス日本･広島設立20周
年記念全国陸上競技会」が10月に「みよし運動公園陸上競
技場」で開催され、杉森建彦さんが400mで、辻内京平さん
が走り幅跳びでそれぞれ優勝されました。

全国大会等での活躍の一部を紹介します
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（７）

　障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）
　　　　◇期日：11月25日（土）、26日（日）
　　　　　　　　12月  3日（日）、10日（日）
　　　　◇会場：富山県総合体育センター、セーナー苑

　障害者スポーツ体験イベント

第２回富山県障害者スポーツ教室・
クラブ代表者及びスポーツ指導員

連絡会議・研修会
　　　　◇期日：平成30年２月17日（土）午前
　　　　◇会場：富山県総合体育センター

平成２９年度　公益財団法人
日本障がい者スポーツ協会功労者表彰

　今年度は１６名の方が受講されました。今後、障害
者スポーツの活動に活躍頂けることを期待していま
す。受講者の感想の一部を紹介します。
○子どもたちの余暇活動にスポーツを、と思い受講
しました。セーナー苑の方と一緒にスポーツを体験
し、その素晴らしさや楽しさが分かりました。無理
なくできることから参加したいと思います。
○講習は各専門の立場の先生がコンパクトに講義さ
れて良かったと思います。今後のアウトリーチを
願っています。
○講義は今、私自身が聴きたいと思う内容で、東先生
にはもっとお話を聞かせて頂きたいと思いました。

　ボッチャ、車椅子バスケットボール体験は「農福連
携つながるマルシェとやま」と同時開催することによ
り、多くの県民の皆さんに参加していただきました。
また、サウンドテーブルテニス体験は「サウンドテーブ
ルテニス教室」と一緒に開
催し、福野高校福祉科の生
徒15名にも参加してもら
い、盛大に行われました。

　今回も、教室・クラブ代表者とスポーツ指導員が合
同で実施し、協会の今年度事業報告後、研修会に移り
ました。
　講師は、びわこ成蹊スポーツ大学名誉教授、金田安
正先生に依頼し、「障害者スポーツの現状と指導者の
役割」という演題でお話頂きました。受講者は今日的
課題や今後の展開に
ついて熱心に聞き入
り、質問も出るなど、
有意義な研修会とな
りました。

　平成30年２月20日、ヒルトン東京台場において谷
口良一氏（富山市）が功労賞を受賞されました。谷口
氏は県障害者卓球クラブ（きらりんクラブ）の代表と
して長年障害者卓球の普及・振興、競技力の向上に努
めておられます。また、県卓球バレー協会理事長をは
じめ、多くの要職を務められるなど、現在にいたるま
で本県障害者スポーツの発展に寄与しておられます。
　この度の受賞心よりお祝い申し上げます。

○ボッチャ及び車いすバスケットボール体験
　　期日：11月19日（日）
　　会場：ファボーレ富山１階　太陽の広場
○サウンドテーブルテニス(STT)体験
　　期日：平成30年1月28日（日）
　　会場：富山県視覚障害者福祉センター

川除大輝さん　平昌パラリンピック出場
おめでとうございます！

　雄山高校2年の川除大輝さん（富山市）がノルディッ
ク・クロスカントリースキー競技で日本代表の座を射止
め、２月１３日、県の表敬式に
て、石井知事から激励を受け
ました。大会は、３月９日～
１８日の期間開催されます。
　ご活躍を心よりお祈りし
ます。
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平成 30年度  第 18 回富山県障害者スポーツ大会

平成 30 年度  第 18 回富山県障害者スポーツ大会の各競技会を次の日程で開催します。

今年度も障害者スポーツ教室・クラブが主催する交流会等が開催されています。

参加資格
出場選手は、次のすべての条件を満たす者
①平成30年４月１日現在、13歳以上の身体障害者手帳又は療
育手帳を有する者。あるいは療育手帳の取得の対象に準ずる
障害のある者。（ただし、フライングディスク競技会、卓球競
技会については12歳の生徒も可とする。）
②県内に居住する者。（ただし、県外居住者であっても県内の学校
に通学している者及び施設に入所・通所している者を含む。） 

参加申込
①居住する市町村の障害者福祉主管課を通じて、富山県障害者
スポーツ協会に申し込む。

②特別支援学校の生徒及び施設に入所・通所している者は、学
校又施設を通じて富山県障害者スポーツ協会に申し込む。
（個人申込は不可）

お知らせ
①水泳競技会と陸上競技会の記録は、第18回全国障害者ス
ポーツ大会（福井しあわせ元気大会）、フライングディスク競
技会と卓球競技会の記録は、第19回全国障害者スポーツ大
会（いきいき茨城ゆめ大会）の県代表選手選考の参考となり
ます。
②詳細については、市町村・特別支援学校・施設等に配付する
各競技会の開催要項をご覧ください。

富山県障害者スポーツ協会　富山市下飯野 70-4　TEL. 076-413-2248　FAX. 076-413-2304

（８）

ＮＯ 交流大会名 期　日 会　　場

1 第5回富山オープン卓球バレー交流大会 9月3日 富山市障害者福祉プラザ

2 第16回富山県車椅子テニス大会 10月15日 福光屋内グラウンド

3 第2回能作杯（とやまボッチャクラブ交流大会）INかたかご 11月23日 たかおか万葉福祉会　かたかご苑

4 2017年度富山県卓球バレー交流会 3月18日　予定 富山県リハビリテーション病院

競　技　会 日　　　時 場　　　所 参加申込期限

水　泳　競　技　会 平成30年4月15日㈰
（9：20～ 12：30）

富山市東富山温水プール
（富山市米田65-4） 3月1日㈭

陸　上　競　技　会 平成30年5月20日㈰
（9：00～ 15：30）

富山県総合運動公園	陸上競技場
（富山市南中田368） 4月17日㈫

フライングディスク
競　技　会

平成30年9月24日㈪
（振替休日）

（9：00～ 15：30）

富山県総合運動公園	屋内グラウンド
及びファミリー広場（富山市南中田368） 8月2日㈭

卓　球　競　技　会 平成30年11月11日㈰
（9：30～ 15：30）

富山県総合体育センター
（富山市秋ヶ島183） 9月27日㈭

＜募集＞
○ボランティア募集　上記４大会に、ボランティアを希望される方はご連絡ください。 
○出店希望　陸上競技会及びフライングディスク競技会に、出店を希望される団体はご連絡ください。
＜平成30年度講習会・研修会予定＞
○障害者スポーツ指導員養成講習会（初級） 
　時期　12月の４日間（2日、9日、15日、16日）／場所　富山県総合体育センター　など
○障害者スポーツ審判員養成講習会（9月8日、9日）
○障害者スポーツ指導員連絡会議・研修会（6月10日、平成31年2月16日）
＜県外派遣＞
♢中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 ♢上級障がい者スポーツ指導員養成講習会 
♢他　障がい者スポーツ指導者中央研修会 ♢障がい者スポーツ審判員養成研修会 
♢障がい者スポーツ医養成研修会　　　　　　　　　　　※詳細は日本障がい者スポーツ協会HPを参照ください。

☆市町村や施設等の主催する、障害のある方のスポーツ大会や練習会などをサポートします。
☆富山県障害者スポーツ大会の運営に協力するとともに、富山県障害者スポーツ教室・クラブに支援・協力しています。

富山県障害者
スポーツ
協会から

富山県障がい者スポーツ指導者協議会から


