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（１）

　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、365名（身体：101名、知的：246名、オープ
ン：18名）の選手が参加して開催されました。
　開会式では、大村政人県障害福祉課長の開会の挨拶、
布尾英二富山県身体障害者福祉協会会長の激励のことば
の後、高志支援学校高等部２年千澤雛希さんが選手宣誓
を行いました。
　アキュラシー種目のディスリート・ファイブでは寺井康平
さんをはじめ９名が10点、清本孔成さんをはじめ18名が９
点、ディスリート・セブンでは、飛弾駿さんが10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、立位男子の部で花澤澪さん、立位女子の部で吉
野莉捺さん、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、多くの高校生ボランティ
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164名（身体
61名、知的98名、オープ
ン参加５名）の参加選手
で開催されました。
　 一 般 卓 球 は143 名
（オープン除く）、サウン
ドテーブルテニス（STT）
は16 名が 出 場しまし
た。
　開会式では、大村政
人県厚生部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、高岡聴覚総合支援学校高等部２年、紫藤祥希
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、男女別の決勝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、男子では身体
の部、蜷川優也さん、知的の部、前田紘汰さん、STTの部、
綿  洸希さん、女子は身体の部、蜷川恵吏子さん、知的の
部、杉本実里さん、STTの部は、徳市和美さんでした。
　この大会は、県卓球協会、県障がい者スポーツ指導者
協議会他の皆さん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。）

第19回富山県障害者スポーツ大会

期日：９月22日（日）
会場：富山県総合運動公園

期日：令和２年２月24日（月・振休）
会場：富山県総合体育センター

フライングディスク競技会 卓 球 競 技 会
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　日本ボッチャ協会B級審判員堀井省志氏、同じく普及
局、辻佳子氏、第20回日本ボッチャ選手権大会、OP立位
クラス優勝選手の藤井潤氏を講師に迎えて開催しました。
　１日目は、コート作成手順の講義の後、グループに分か
れて実践。真剣に実測し、正確にコートを作る体験を行い
ました。２日目はコート作成の復習から始まり、どのグルー
プも昨日より手際よく、短時間で完成しました。

　競技規則や用具の説明、選手によるデモンストレーショ
ンなどの後、規則に則ったゲームの体験です。審判、ライン
ズマン、競技者の体験を交替で行い、理解が深まるにつ
れ、ゲームも白熱。この日は藤井友里子選手も参加くださ
り、アドバイスを頂きました。最後にレクリエーション的な
ゲーム方法も教えていただき、受講者21名は和やかな中に
も充実した講習を行うことができました。

　今年度は、21名が受講されました。実技は県障がい者スポーツ指導者協議会32名、セーナー苑利用者
42名にご協力頂きました。ありがとうございました。受講者の感想の一部から研修の様子を紹介します。

１日目　帝京平成大学　泉　敏郎先生 〈障がいに応じたスポーツの工夫・実践〉
　初日で緊張している中、泉先生の明るい笑顔と大きな声での「アイスブレーキング」。受講
者とコミュ二ケーションをとりながら和やかに進められ、２時間があっという間でした。受講
者同士が一体感をもてるようになった時間でした。

２日目　富山県障がい者スポーツ指導者協議会　小島之弘会長 〈セーナー苑利用者との交流〉
　私の班のスポーツ指導員の方々は、自己紹介時から表情が柔らかく、打ち解けやすい雰囲
気づくりをされていました。苑の方への応援や話し掛けなど、私が目指したい指導者の姿で
した。ボッチャ、卓球バレーなどのスポーツを通して、苑の方の満面の笑顔の中、楽しく学べ
ました。

３日目　西能クリニック整形外科部長　前田明夫先生 〈障がいの理解とスポーツ 肢体〉
　突然の障害(脊髄損傷)に悩みながらも毎日懸命に生活し、車いすバスケで新たな楽しみを見
つけた方が身近にいる。それを医療で支えておられる先生のお話を聴けてよかった。傷めた部
位によって生じる障害の差異など、とても勉強になった。

４日目　金沢星稜大学 池田幸應先生 〈ボランティア論〉
　池田先生からは大学と地域の連携の必要性を学んだ。スポーツは「デポルターレ」気晴ら
し、休養、喜び、楽しむ、遊ぶと言う事。覚えておきたい。また、先生の生きてこられた人生、
経験、考え方一つ一つが興味深かったです。

審判員養成講習会　ボッチャ

令和元年度　障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）

期日：８月24日（土）、25日（日）　会場：富山県総合体育センター

期日：11月30日（土）、12月１日（日）、８日（日）、14日（土）
会場：富山県総合体育センター・社会福祉法人　セーナー苑
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令和元年度 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47回日本車椅子バスケットボール選手権大会　西日本第二次予選会 4月6日～7日 「維新百年記念公園文化センターアリーナ」山口県山口市 12

 2 2019年度　第22回日本知的障害者選手権水泳競技大会 6月9日 「横浜国際プール」　神奈川県横浜市　 2

 3 第16回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会 6月8日～9日 「駒沢オリンピック陸上競技場」東京都世田谷区 1

 4 BISFed2019ソウル　アジア　オセアニア Regional　Championships 7月2日～10日 　韓国　ソウル 1

 5 第23回全日本障害者・高齢者フライングディスク競技会 8月4日 「駒沢オリンピック陸上競技場」東京都世田谷区 4

 6 TOTYOTA　U25日本車いすバスケットボール選手権大会　2019 9月7日～8日 「スカイホール豊田」愛知県豊田市 3

 7 第53回全国ろうあ者体育大会（卓球競技） 9月19日～22日 「松江市総合体育館」島根県松江市 12

 8 第53回全国ろうあ者体育大会（陸上競技） 9月19日～22日 「島根県立浜山公園陸上競技場」島根県出雲市 1

 9 第53回全国ろうあ者体育大会（ボウリング競技） 9月19日～22日 「出雲会館センターボウル」島根県出雲市 3

 10 2019年度　ジャパンパラ水泳競技大会 9月21日～23日 「横浜国際プール」　神奈川県横浜市　 2

 11 第15回全日本障がい者空手道競技大会 9月28日 「東京武道館」東京都足立区 5

 12 第31回全国ろうあ高齢者大会　第33回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会 9月26日～29日 「紀三井寺公園陸上競技場」和歌山県和歌山市 6

 13 第31回全国ろうあ高齢者大会　第10回全国ろうあ高齢者グランドゴルフ大会 9月26日～29日 「紀三井寺公園陸上競技場」和歌山県和歌山市 3

 14 第16回全国視覚障害者卓球大会 11月9日～10日 「東京都多摩障害者スポーツセンター」東京都国立市 4

 15 第16回北九州チャンピオンズカップ国際車いすバスケットボール大会 11月22日～24日 「北九州市立総合体育館」福岡県北九州市 1

 16 第36回日本パラ水泳選手権大会 11月23日～24日 「千葉県国際総合水泳場」千葉県習志野市 2

 17 第21回全日本ブロック選抜車いすバスケットボール選手権大会 11月22日～24日 「北九州市立総合体育館」福岡県北九州市 5

 18 第23回全国シニア選抜車いすバスケットボール大会 11月30日～12月1日 「兵庫県立障害者スポーツ交流館」兵庫県神戸市 5

 19 第21回日本ボッチャ選手権  12月19日～22日 「スカイホール豊田」愛知県豊田市 3

 20 第４回世界ろう者卓球大会日本代表選手権 1月12日 「埼玉県障がい者交流センター体育館」埼玉県さいたま市浦和 3

 21 2019年度　第3回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会 1月13日 「千葉県国際総合水泳場」千葉県習志野市 10

 22 第42回全国ろうあ者卓球選手権大会 2月1日 「亀戸スポーツセンター」東京都江東区 3

　８月４日、東京駒沢オリンピック陸上競技場で、大会長八代英太氏の激励、挨拶から始まり、選手、スタッフ総勢
1000名という、この競技では日本最大の大会です。
　猛暑の中、午前のディスタンスは無風状態で
実力を発揮し、２位。午後のアキュラシーは斜
め後ろの風が吹きましたが、９投通過で１位を
獲得。今回３度目の参加で、顔見知りの選手も
増え、和気藹々と参加できました。
　これからも競技を通じて、人生を充実させて
行きたいと思います。

　９月２８日東京武道館で開催され、本県からは、松浦哲也、高野　勝、林　美優の３名が参加
しました。形競技は相手との攻防を想定した動きを演武で競います。組手は実際に対戦して勝
敗を決します。大会は障害別にエントリーして行います。
　形競技の２名は、会場の雰囲気や一人演武の緊張感と戦
いながら、準優勝と３位に入賞しました。組手では初参加
の林選手が、コートいっぱいを動き回って対戦し、５位に入
賞。選手たちの勇猛果敢な戦いと、演舞の姿は頼もしいも
のがありました。
　結果は準優勝１名、３位２名、５位１名と、成果が上がり
ました。

全国大会での活躍の一部を紹介します

　第 23回全日本障害者・高齢者フライングディスク競技会に参加して

　第 15回全日本障がい者空手道競技大会

南砺市城端支部　堺井　重雄

監督　太田　熊野
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令和元年度　中央研修会及び全国研修会等へ派遣された皆さんです。

（４）

ＮＯ 研修会名等 期　　　　日 会　　　　場 派遣者

1 サウンドテーブルテニス「C級公認審判員資格　
新規取得」「B級C級　更新」講習会 ６月２２日（土）～２３日（日） 金沢市障害者高齢者体育館

（駅西むつみ体育館）

岩崎　祐子、木呂場久子
鳥崎さとみ、田中千津子

村井久仁枝

2 第19回地域協会全国事務局長会議、
第23回全日本障害者フライングディスク競技会 ８月３日（土）～４日（日） ホテルルートイン五反田　

駒沢オリンピック公園陸上競技場 津田　　勝

3 2019年度　
中級・上級障がい者スポーツ指導員育成研修会

令和２年１月１１日（土）、
１２日（日）

大阪市長居
障がい者スポーツセンター 小島　之弘、箕島　英二

4 第15回　障がい者スポーツ指導者全国研修会 令和２年２月１５日（土）
～１6日（日） 北海道　旭川医科大学 生駒さち子、川崎　令子

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。
ＮＯ 交流大会名 期　日 会　　場

1 第20回北信越オープン障害者交流卓球富山大会 ７月２０日、２１日 富山県総合体育センター

2 令和元年度サウンドテーブルテニス交流会 6月30日 富山県視覚障害者福祉センター

3 第４回ふれあいサッカー大会 8月19日 富山第一高等学校グラウンド

4 第７回富山オープン卓球バレー交流会 9月8日 富山市障害者福祉プラザ

5 富山県車椅子テニス体験会 9月22日 富山市岩瀬スポーツ公園スポーツドーム

6 第３回能作杯（とやまボッチャクラブ交流会INかたかご） 10月27日 高岡万葉福祉会かたかご苑

7 富山県車椅子テニス大会 10月27日 福光屋外グラウンド

8 パラクライミング体験会 11月3日 桜ヶ池クライミングセンター

9 視覚障害者マラソン交流会 令和2年3月28日 アイザックスポーツドーム

研修報告２について（津田　勝）
　盛夏の東京に全国から 820 名の選手
と 430 名のスタッフが参加して開催さ
れたこの大会は、選手の一投ごとの一
喜一憂に、審判として感動を覚えさせ
られる体験だった。
　今後は、１種養成講習会で公認指導
者を増やしたいと県協会は考えてい
る。 

研修報告３について（小島　之弘・箕島　英二）
　「精神障害の理解」より　対応、受け止め方、声のかけ方等
の説明が実話に基づいており、大変分かりやすかった。また、
スポーツがもたらす効果、回復を目指す際の内発的な動機付け
が重要と学んだ。
　「障害者スポーツ指導員の役割を考える」等より　他県も指
導者、障害者の参加不足、広報、連絡不足、スポーツ環境の格
差、等同様の問題があり、自県で実行できるような提案書を作
成した。今後も改善点を検討し、活発な活動を進めたい。

　９月30日、結団壮行式で山崎副知事の壮行の言葉、中川県議会議長の激励の言葉を頂き、車椅子バスケット
ボールの寺内一真さんが謝辞を述べました。しかし、台風１９号直撃を考慮して大会は中止。
　準備された方々の無念さは計りしれません。現地や、多くの被害が出た地域の復興を祈り、心からお見舞い申
し上げます。また、応援くださった皆様、有り難うご
ざいました。
　来年は「燃ゆる感動かごしま大会」です。この無
念さをバネに、鹿児島で活躍するために、練習に励
んでください。
　選手の皆様のさらなる飛躍を期待します。

全国障害者スポーツ大会茨城大会の中止について



スポーツ協会だより 令和２年3月第42号

第５回　すぽらん　ふらっと杯 第28回北信越サウンドテーブルテニス大会・交流

（５）

　活性化事業報告

　富山マラソン２０２０　車椅子の部  とやまふれあい共生フォーラム＆秋マルシェ
 障害者スポーツ体験コーナー
 ○卓球バレー体験

 第２回富山県障害者スポーツ教室・クラブ
 及びスポーツ指導員　連絡会議・研修会

 令和元年度 公益財団法人 
 日本障がい者スポーツ協会功労者表彰

　肌寒い朝、歓声に包まれて県内外の選手１２名が先陣
を切り、高岡市役所前をスタートしました。沿道からの
「頑張れー！」の声援の中、レース用車椅子は秋の高岡の
町並みを疾駆し、本県では女子の部で棚田優子さんが優
勝。また、新湊大橋では、ジョギングの部に車椅子の選
手も多く参加しました。

　県卓球バレー協会の協力で、多くの方が体験しまし
た。卓球台半分に６名ずつが座り、板状ラケットと音の出
るボールを使います。障害の重い方や高齢者も参加しや
すく、ワンチームの一体感が生まれます。

　当協会の今年度事業報告後、県総合体育センター、山
地延佳トレーニング担当課長から「効果的なストレッチ
運動、柔軟運動」のご指導をいただきました。
　日頃意識していなかった動きや、スポーツ後の身体の
リセットの方法を体験し、受講者は今後の障害者スポー
ツ指導に大いに生かせると、熱心に取り組み、質問も出
るなど、有意義な研修会と
なりました。
　その後、教室・クラブ担
当者に、次年度に向けた連
絡が行われました。

　今年度、杉本均氏（富山市）が、日本障がい者スポー
ツ協会功労賞を受賞されました。杉本氏は長年障害者ボ
ウリング教室の代表を務め、近年は県ボウリング連盟と
連携して競技の普及・振興、
競技力向上に尽力し、今日
に至っておられます。
　３月３日に東京で行われ
る予定だった表彰式は中止
となり、７日に県障害者ス
ポーツ協会にて、授与を行
いました。この度の受賞、心
よりお祝い申しあげるとと
もに、ますますのご活躍を
期待しています。

期日：10月27日（日）
会場：高岡市内

期日：11月30日（土）
会場：ファボーレ　１F太陽の広場

期日：令和２年２月11日（火・祝日）
会場：富山県総合体育センター

今年度この事業を活用された２団体の報告です。
富山県スキー協会の活動は中止となりました。

期日：10月7日（月）
会場：アルビス小杉体育センター

期日：10月26日（土）、27日（日）
会場：体育文化センター

　日頃スポーツの機会が少ない重度の方他、多くの方が
ボッチャやレクリエーション的なスポーツを体験しました。
カターレ富山の選手、笑顔スポーツ学園、障がい者スポー
ツ指導員、看護師他多くのボランティアの協力を得て、和
やかな雰囲気のもと、心身のリフレッシュができました。

　県卓球協会の協力を得て、北信越地区の選手が一堂
に会し、競技の普及と技術向上を図り、選手とスタッフ
も互いに親睦を深めました。１日目は個人戦で、県では
徳市和美さんが２位、柳田信子さんが３位に入賞、２日
目の団体戦は、富山Aチームが２位となりました。
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令和２年度  第 20 回富山県障害者スポーツ大会

令和２年度  第 20 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。

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

（６）

競　技　会 日　　　時 場　　　所 参加申込期限

水　泳　競　技　会 4月19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2日㈪

陸　上　競　技　会 5月24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13日㈪

フライングディスク
競　技　会

9月20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3日㈪

卓　球　競　技　会 11月8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24日㈭

参加資格
出場選手は、次のすべての条件を満たす者
①令和２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
校又は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20回全国障害者ス
ポーツ大会（燃ゆる感動　かごしま大会）、フライングディス
ク競技会と卓球競技会の記録は、第21回全国障害者スポー
ツ大会（三重とこわか大会）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・障害者福祉施設等
に配付する各競技会の開催要項をご覧ください。

＜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　陸上競技会に、出店を希望される団体はご連絡ください。
講習会予定及び県外派遣（研修）

○障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）
　　時　期　11月29日、12月 ６日、12日、13日の４日間
　　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（８月1日、2日）
○障がい者スポーツ指導員連絡会議・研修会（６月14日、令和３年２月28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　　など　　※詳細は日本障がい者スポーツ協会HPを参照ください。

○障害者スポーツ教室・クラブ代表者連絡会議（５月10日、令和３年２月28日）

☆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・クラブへの
　支援・協力をしています。

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
ぐりぶー
鹿児島大会

マスコットキャラクター

さくら


