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　国内最大の障害者スポーツの祭典、第１８回全
国障害者スポーツ大会「２０１８福井しあわせ元気
大会」が、「織りなそう　力と技と美しさ」の大会
スローガンのもと、１０月１３日（土）～15日（月）
の３日間、福井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・
久々江除作富山県身体的障害者福祉協会会長）
は、結団壮行式で山崎康至副知事から手渡された
県旗を掲げる室田恭平旗手（県立高岡支援学校）
を先頭に、県花のチューリップを掲げ、堂々と行進
しました。
　本大会は、障害のある人もない人も、スポーツの
素晴らしさや可能性を共有し、生涯にわたってス
ポーツを楽しむことができる、しあわせな未来へ
とつなが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、アーチェリー、卓球
（STT含む）フライングディスク及びボウリングの
各競技に自己記録更新を目指して出場し、金メダル
１１個、銀メダル１５個、銅メダル７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、大会期間中は快晴に恵まれ、福井県の役
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18回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」
 全国の舞台へ羽ばたく、富山県選手団！

「織りなそう　力と技と美しさ」

（１）
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福井大会に出場にして
フライングディスク　高岡市　大野　順子

　今回、選手の一員として選んで頂き、初の大舞台となりま
した。
　1日目アキュラシーは心臓がどきどきしましたが、友人か
らの励ましのメールもあり、結果は初の銅メダル。２日目ディ
スタンスは、先に金メダルを獲得された仲間を見て、「私も！」
と臨みました。福岡支部の皆さんが応援に駆けつけてくださ
り、念願の金メダルを獲ることができました。恐竜の卵型で、
県花の水仙がデザインされた、福井を象徴する素敵なメダ
ルです。
　県スポーツ協会笹川さんより「上達してまた参加してくだ
さい、大野さんのお陰でいい雰囲気ができました。」と、嬉し
い言葉を頂きました。多くの方と出会い、沢山の思い出を刻
んだ生涯忘れられない私の宝物となりました。お世話頂いた
皆様には心から感謝しております。有り難うございました。

初めての全国大会
卓球　高岡聴覚総合支援学校　高等部２年

大窪　杏実
　私は卓球競技に出場しました。初めての全国大会で不安
もありましたが、県選手団やボランティアの皆さんの支えの
おかげで安心して５日間を過ごすことができました。
　試合は緊張と焦りで接戦になりました。自分のペースで戦
えるようにサーブを工夫したり、粘り強くラリーを続けた結
果、勝利できました。周りの方々のアドバイスのおかげで、自
分の力を最大限に発揮でき、１位になることができました。　
　試合後は他県の選手と写真を撮ったりして交流し、この大
会に参加できたこと、視覚障害の方の補助や多くの方と話が
できたことなど、様々な経験に感謝しています。
　皆さん、本当にありがとうございました。　

全国障害者スポーツ大会選手団
　　　  富山県選手団　団長　

富山県身体障害者福祉協会　会長　久々江　除作
　バスは青空の下、、沢山の人に見送られ、出発しまし
た。大会は福井市９.９８スタジアムで開会式を行い、３日
間にわたるスポーツの祭典が開幕しました。全国の選手
約3400名をはじめ、観客や出演者ら計22300人の参
加でした。各都道府県、政令指定都市は北から順に入場
し、本県は26番目、旗手室田恭平さんを先頭に堂々と行
進し、ほっと致しました。ご臨席の皇太子様は「大いに活
躍を」と挨拶され、終始にこやかに、盛んに選手団に拍手
を送られました。選手団は怪我もなく、元気に６競技に参
加し、団長副団長３名は各会場を激励に回ることができ
ました。結果はメダル３３個を獲得し、日頃の練習の成果
を発揮されました。
　閉会式は笑顔と涙、感動に包まれて「モーニング娘
OG」の歌が幸せと元気の輪を広げました。
　５日間、早朝から遅くまでお世話頂いた福井県の担当
の方々、ボランティア、福井県民の皆様、本当にありがとう
ございました。

（２）

「福井しあわせ元気大会」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。

「福井しあわせ元気大会を終えて
福井県　　富山県担当リーダー　

熊野　善明
　好天に恵まれた「福井しあわせ元気大会」は私が初め
て障害者スポーツに関わった大会でした。
　振り返ると、貴重な４日間でした。富山県の皆さんの、
競技への純粋でひたむきな姿、仲間の頑張りを互いに共
有できる一体感等、スポーツの原点を垣間見、私も学生
ボランティアもチームに引き込まれていました。
　私は体育教員です。今後、先生方や生徒に障害者スポー
ツ大会の素晴らしさや楽しさ、チームワークの大切さ
等々、機会があるごとに伝えたいと思います。
　また皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。　
　大きな感動と勇気をありがとうございました。
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夢がかなった全国大会
水泳　高岡高等支援学校　３年

宗田　有理歩
　私は初めての出場で、すごく緊張しましたが、チームの皆
さんに励まされ、集中することができました。ウォーミング
アップでは、竹下監督から「一かき一蹴りごとに顔を前に向け
るとスピードが落ちるよ」とアドバイスを受け、本番は５０メー
トル平泳ぎで自己ベストを更新。２位という良い結果で、「や
ればできる」ことを実感しました。願って努力すれば夢はかな
う事、アドバイスを参考にすれば良い結果が出る事を学びま
した。高校生活の中で一番の思い出になったし、卒業後、社
会人として働き続ける自信にもなりました。
　期間中、宮林先生はじめ、県選手団
の方々、福井県の担当者東出さんや、
ボランティアの皆さんにお世話頂き、
声を掛けて頂いたことで、体調を崩す
ことなく、安心して試合に臨むことが
できました。
　本当にありがとうございました。

福井しあわせ元気大会
　　　　　　　　　　　　　アーチェリー　氷見市

矢谷　良弘
　ボンド数を軽くし、矢の長さも５ミリ短くすれば点数は
伸びると思って今大会に臨んだが、悔しい結果でした。
　緊張して筋肉を滑らかに動かすことができず、クリッ
カーが切れませんでした。心身をコントロールできる精
神力が大切と感じました。今大会の優秀選手数名は東京
パラリンピックの強化選手に選ばれるそうです。
　10数チームが４泊５日同宿で、話が盛り上がりまし
た。「富山弁が懐かしい」と、言われた選手はシドニー
大会補欠選手で、今は府のコーチをしているとのこと。
交流が深まりました。
　私一人のために県庁職員、監督、ボランティアなど、
多くの方々に支えられ、「日本一しあわせな県福井」で
大変お世話になり、深く感謝します。本当にありがとう
ございました。

有意義だった福井大会
ボウリング　障害者スポーツ指導員

三鍋　源太
　福井開催のため、選手も多く、今回私は２名をサポートしま
した。近県なので、公式練習は時間にゆとりがあり、二人とも
試合のイメージを掴んで練習できました。
　当日はハイレベルな競技となり、両選手とも相当緊張して
いるようでした。初日は思うようにスコアが伸びず苦しみまし
たが、２日目は自分のペースで投げられるようになり、最終
ゲームは二人とも満足して試合を終えることができました。
　今回の経験を通して、今井さんは今後の練習方法につい
て熱く語り、小林さんは３回目でしたが、出場して本当によ
かったと話されるなど、選手の目標に繋がったことや、楽しい
思い出として大会を終えることができ、安心しました。現地で
手厚いサポートをしてくださった福井県の方々、応援に来て
くださった家族の方々、ご指導くださったボウリング協会の
皆様のおかげで選手と共に良い経験を得ることができまし
た。本当に有り難うございました。

（３）

全障スポ in 福井に参加して
陸上　富山視覚総合支援学校　中学部２年

鍋川原　優香
　私はこの大会に初めて参加して、初日はすごく緊張したけ
れど、ボランティアや仲間の皆さんが優しくしてくれたので、
ほっとできました。
　土曜日の立幅跳は、残念ながら６位でしたが、今まで以上
の力を出せたのでよかったと思います。２日目の５０メートル
走は、心臓がばくばくして、昨日より緊張しましたが、１位を取
ることができました。これは、皆さんの応援のおかげと、心か
ら思います。金メダルを貰った時は夢のようでした。これを機
に、また出場したいと思います。応援をくださったボランティ
アや選手の皆さん、遠くで見守ってくださった皆さん、本当
に有り難うございました。
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第 18 回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」
富山県選手団の記録

◇金メダル 11 個　◇銀メダル 15 個
◇銅メダル　7 個　　　　合計 33 個

（４）

競技名 氏　　名 種　目 記　録 順位

木村　航大
（高岡高等支援学校）

走幅跳 4m36 6
100m 12秒82 3

黒川　航平
（射水市）

50m 16秒37 2
ビーンバック投 11ｍ95 2

酒井　優生
（富山高等支援学校）

200m 26秒43 7
100m 12秒61 4

三歩一　貴之
（射水市）

ソフトボール投 57ｍ80 4
100m 13秒49 5

須貝　三男
（射水市）

砲丸投 11ｍ02 4
ソフトボール投 41ｍ33 4

野澤　拓哉
（富山市）

ジャベリックスロー 12m16 2
100m 18秒15 2

藤井　千悦
（南砺市）

砲丸投 5ｍ73 1
ソフトボール投 13ｍ81 2

法嶋　健太
（マーシ園）

200m 27秒46 4
100m 13秒16 5

六十苅　勲
（小矢部市）

砲丸投 11ｍ59 2
ソフトボール投 51ｍ98 2

室田　恭平
（高岡支援学校）

1500m 4分39秒59 4
800m 2分12秒78 4

加藤　恵華
（高岡高等支援学校）

200m 32秒29 5
50m 8秒02 2

嶋田　幸恵
（小矢部市）

砲丸投 6ｍ79 1
ソフトボール投 21ｍ64 1

鍋川原　優香
（富山視覚総合支援学校）

立幅跳 １m67 6
50m 9秒07 1

吉野　莉捺
（高岡高等支援学校）

走幅跳 3ｍ45 6
ジャベリックスロー 16ｍ72 2

加藤　恵華
室田　恭平
酒井　優生
木村　航大

4×100m
リレー 

51秒81 7

競技名 氏　　名 種　目 記録 順位

朝山　高志
（砺波市）

25m背泳ぎ 20秒69 1
25mバタフライ 21秒20 1

中尾　拓也
（射水市）

50m自由形 29秒83 2
50m平泳ぎ 39秒27 3

大久保　美希
（砺波市）

25m自由形 17秒38 3
25mバタフライ 18秒35 3

宗田　有理歩
（高岡高等支援学校）

50m自由形 41秒21 5
50m平泳ぎ 52秒51 2

矢谷　良弘
（氷見市）

リカーブ30
ダブルラウンド 349点 1

稲垣　大介
（富山市） 一般卓球 試合得点4 1

林　　大志
（富山市） STT 試合得点3 2

杉本　実里
（富山市） 一般卓球 試合得点3 2

大窪　杏実
（高岡聴覚支援学校） 一般卓球 試合得点4 1

蜷川　恵吏子
（滑川市） 一般卓球 試合得点3 2

梅澤　ゆとり
（富山市）

アキュラシー7 6投 4
ディスタンス・男・座位 35ｍ15 1

堺井　重雄
（南砺市）

アキュラシー5 6投 5
ディスタンス・男・立位 34m36 3

中川　元喜
（華のれん）

アキュラシー7 8投 3
ディスタンス・男・立位 61ｍ86 2

古川　隆之
（新川会）

アキュラシー7 6投 4
ディスタンス・男・立位 38ｍ07 8

大野　順子
（高岡市）

アキュラシー5 6投 3
ディスタンス・女・立位 29ｍ44 1

ボ
ウ
リ
ン
グ

今井　健斗
（富山市） ボウリング 526点 4

小林　正明
（砺波市） ボウリング 565点 5

フ
ラ
イ
ン
グ
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ィ
ス
ク

水
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チ
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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、373名（身体:132名、知的
:225名、オープン:16名）の選手が参加して開催され
ました。
　開会式では、大村政人県厚生部障害福祉課長の開
会の挨拶、上田隆司県知的障害者福祉協会長の激励
のことばの後、富山県立しらとり支援学校高等部2
年、奥村俊介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・ファイブでは島 俊策さんを
はじめ10名が10点、滝本孔成さんをはじめ23名が

９点、ディスリート・セブンでは、東堂 凛さんが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、立位男子の部で西部好彦さ
ん、立位女子の部で吉野莉捺さん、座位男子の部で
寺西章泰さん、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、148名（身体62名、知的84
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132名、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、塘添誠次県視覚障害者協会会長、原田佳津広
県卓球協会長の激励のことばの後、富山総合支援学校
高等部３年林 大慎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１，２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）前田紘汰さん、
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（男子）林 大志さん、サウンドテーブルテニス（女
子）徳市和美さんでした。
　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。

（５）

第18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（月・振替休日）　　会場：富山県総合運動公園

期日：11月11日（日）　　会場：富山県総合体育センター

※（各競技会の成績の詳細は協会ＨＰをご覧ください。）
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平成 30 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30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10回フェザ国際車いすバスケットボールトーナメント	 5月3日～11日	 アラブ首長国連邦	 1
	 2	 第46回日本車椅子バスケットボール選手権大会	 5月19日～20日	 「武蔵野の森総合スポーツプラザ」東京都調布市	 13
	 3	 第21回日本知的障害者選手権水泳大会	 6月9日～10日	 「横浜国際プール」横浜市都筑区北山田	 2
	 4	 第20回日本ボッチャ選手権大会　東日本ブロック予選会	 6月15日～17日	 「武蔵野の森総合スポーツプラザ」東京都調布市	 3
	 5	 第3回全国ボッチャ選抜甲子園　	 8月7日～8日	 「港区スポーツセンター」東京都港区芝浦	 6
	 6	 2018　ボッチャ世界選手権	 8月9日～19日	 イギリス　リバプール	 1
	 7	 TOYOTAU25日本車椅子バスケットボール大会2018　	 9月8日～9日	 「スカイホール豊田」愛知県豊田市	 2
	 8	 第15回全国視覚障害者卓球大会	 9月15日～16日	 「東京都多摩障害者スポーツセンター」東京都調布市	 4
	 9	 第52回全国ろうあ者体育大会in埼玉（卓球競技）	 9月20日～23日	 「越谷市立総合体育館」埼玉県越谷市増林	 15
	10	 第52回全国ろうあ者体育大会in埼玉（野球競技）	 9月20日～23日	 「熊谷運動公園野球場」埼玉県熊谷市小島	 10
	11	 第52回全国ろうあ者体育大会in埼玉（ボウリング競技）	 9月20日～23日	 「新狭山グランドボール」埼玉県狭山市新狭山	 4
	12	 第9回全国ろうあ高齢者グランド・ゴルフ大会	 9月27日～30日	 「伊集院総合運動公園」鹿児島県日置市伊集院町	 5
	13	 第32回全国ろうあ高齢者ゲートボール競技大会	 9月27日～30日	 「鹿児島ふれあいスポーツランド」鹿児島県鹿児島市中山町	 5
	14	 第7回スペシャルオリンピックス日本　夏季ナショナルゲーム・愛知	 9月22日～24日	 「日本ガイシホール」愛知県名古屋市	 15
	15	 2018年ジャパンパラ水泳競技大会	 9月22日～24日	 「横浜国際プール」横浜市都筑区北山田	 2
	16	 第14回全日本障がい者空手道競技大会	 9月29日	 「東京武道館」東京都足立区綾瀬	 4
	17	 第21回日本知的障害者選手権（25m）水泳大会	 11月4日	 「金沢プール」金沢市磯部町二	 1
	18	 第22回全国シニア選抜車いすバスケットボール大会	 11月10日～11日	 「グリーンアリーナ神戸」兵庫県神戸市須磨区緑台	 3
	19	 第20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16日～18日	 「北九州市立総合体育館」北九州市八幡東区八王子町	 5
	20	 第35回日本パラ水泳選手権大会	 12月1日～2日	 「三重県スポ-ツの杜　鈴鹿水泳場」三重県鈴鹿市御薗町	 5
	21	 第20回日本ボッチャ選手権大会　	 12月1日～2日	 「福島市国体記念総合体育館」福島県福島市	 3
	22	 第19回全国車椅子マラソンin横須賀日産カップ追浜チャンピオンシップ	 12月1日～2日	 「日産自動車追浜工場」神奈川県横須賀市追浜	 3
	23	 BISFed2018　Dubai	World	Open	 12月15日～21日	 アラブ首長国連邦　ドバイ	 1
	24	 第41回全国ろうあ者卓球選手権大会	 12月22日	 「ALSOKぐんまアリーナ」群馬県前橋市関根町	 2
	25	 第9回アジア太平洋ろう者競技大会日本代表選考会（卓球）	 2月9日～10日	 「東京都立葛飾ろう学校」東京都葛飾区西亀有	 2
	26	 2019全日本チェアースキーチャンピオンシップINよませ	 2月9日～11日	 「よませ温泉スキー場」長野県下高井郡山ノ内町夜間瀬	 3
	27	 第48回全国身体障害者スキー大会	 3月8日～9日	 「丸沼高原スキー場」群馬県片品村	 6
	28	 第28回全国ろう者ボウリング選手権大会	 3月9日～10日	 「キスケボール」愛媛県　松山市　	 3
	29	 第30回全国車いす駅伝競走大会	 3月9日～10日	 「西京極陸上競技場」京都市右京区西京極新明町	 5
	30	 名古屋ウィメンズホイールチェアマラソン2019	 3月9日～10日	 「ナゴヤドーム～パロマ瑞穂スタジアム」名古屋市中川区露橋	 1
	31	 2019年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・アブダビ	 3月14日～21日	 アラブ首長国連邦　ドバイ	 1

（６）

No 研修会名等 期　　　　日 会　　　　場 派遣者

1 第20回日本ボッチャ選手権大会
～東日本ブロック予選会～ ６月15日（金）～17日（日） 武蔵の森総合スポーツプラザ　アリーナ 堀井　省志さん

2 全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 7月７日（土）～８日（日） 茨城県水戸生涯学習センター 平井　　隆さん

3 中級障がい者スポーツ指導員養成講習会 （前期）７月18日（金）～22日（日） 金沢市いしかわ総合スポーツセンター 澤田　恵次さん	
中嶋　繁雄さん（後期）平成31年１月23日（水）～27日（日）

4 日本障害者フライングディスク連盟
「18回地域協会事務局長会議」 ７月28日（土）～29日（日） ホテルルートイン五反田 津田　　勝さん

5 第14回障がい者スポーツ指導者全国研修会 12月15日（土）～16日（日） 県立広島大学　広島キャンパス
岩田　　寛さん	
百瀬　亜澄さん	
山本　美佳さん

6 日本身体障がい者水泳連盟指導者研修会 平成31年1月19日（土）～20日（日） 神戸市しあわせの村 竹下　和彦さん	
吉田　博美さん

7 障がい者スポーツトレーナー養成講習会（２次） 平成31年２月８日（金）～10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

○車椅子バスケットボール
◦11月「第22回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会」

が「グリーンアリーナ神戸」で開催され、県WBC所属の安田武
志監督、堀田良明、高田淳一の2選手がエントリーする東海北
陸ブロック選抜チームが3位に入りました。

◦11月「第20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「北九州市立総合体育館」で開催され、県WBC所
属の岩井孝義、寺内一真、宮島徹也、森  泰誠、浦田菖伍の5選
手がエントリーする東海北陸ブロックチームが優勝しました。

○ボッチャ
◦12月「第20回日本ボッチャ選手権大会」が「福島市国体記念

総合体育館」で開催され、富山ボッチャクラブの藤井友里子さ
んがBC1で、藤井 潤さんがオープン立位で優勝しました。

◦藤井友里子さんは「2018ボッチャ世界選手権」（イギリス・リ
バプール）、「2018ドバイ・ワールド・オープン」（アラブ首

長国連邦・ドバイ）に出場し、両大会で団体2位に入りました。
○卓球
◦9月「第52回全国ろうあ者体育大会・卓球競技」が「越谷市立

総合体育館」で開催され、団体男子（大井川広志・伊藤恭平・
蜷川優也・大井川勇人）が3位に入りました。

◦12月「第41回全国ろうあ者卓球選手権大会」が「ALSOKぐ
んまアリーナ」で開催され、蜷川優也さんが6位、伊藤恭平さ
んが8位に入賞し、結果、2月開催の「第9回アジア太平洋ろう
者競技会日本代表選考会」への出場が決定しました。

○スペシャルオリンピックス
◦9月「2018年第7回スペシャルオリンピックス日本ナショナル

ゲームズ･愛知」が開催され、水泳は塚本裕香子さんが自由形
F2で、三松隆之さんが自由形M2で、4×25mリレー（花木伯
人・三松隆之・塚本裕香子・宮下陸也）でそれぞれ優勝、陸上
では上 卓さんがソフトボール投げで、辻内京平さんが走り幅跳
で、ボウリングではM17で上原悠太さん、M20で森永匡俊さ
ん、F10で戸田明里さんがそれぞれ優勝しました。

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３回ふれあいサッカー大会 7月25日 富山県総合運動公園屋内グラウンド
2 第６回富山オープン卓球バレー交流会 9月2日 富山市障害者福祉プラザ　多目的ホール
3 平成30年度サウンドテーブルテニス交流会 9月22日 富山県視覚障害者福祉センター
4 第17回富山県車椅子テニス大会 10月14日 福光屋内グラウンド
5 第18回フェスティバル障害のある人もない人もみんなでフライングディスク！ 平成31年3月10日 富山県総合体育センター
6 第21回あいの風車椅子バスケットボール競技会/体験教室 平成31年3月30日～31日 魚津市テクノスポーツドーム（ありそドーム）

全国大会等での活躍の一部を紹介します
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　障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）
　期日：12月2日（日）、9日（日）15日（土）、16日（日）
　会場：富山県総合体育センター、セーナー苑

　アーチェリー競技用具贈呈式
　　　　　　　　　　　　　期日：12月20日(木) 
　　　　　　　　　　　　　会場：富山県信用組合本部

　審判員養成講習会　障害者フライングディスク

　とやまふれあい共生フォーラム
　障害者スポーツ体験コーナー

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

　今年度は３５名の方が熱心に受講されました。
　今後、障害者スポーツの活動にご活躍頂けること
を期待しています。

　県車いすバスケットボールクラブ、県障害者フライ
ングディスク協会のご協力を得て、多くの方に体験し
ていただき、充実した普及啓発活動となりました。

　教室・クラブ代表者と障害者スポーツ指導員が合同
で実施し、協会今年度事業報告、局長の話の後、公認
スポーツ栄養士、舘川美貴子先生の「私が関わってき
た富山のアスリート」という講演がありました。受講
者は熱心に聞き入り、有意義な研修会となりました。
「食べる物で身体はできている」という先生のお言葉
が心に残りました。

○車いすバスケットボール、フライングディスク体験
　　　　期日：11月18日（日）
　　　　会場：イオンモール高岡　２Fイオンホール

　　　　期日：平成31年２月16日（土）
　　　　会場：富山県総合体育センター

11月17日（土）会場　県高岡総合プール会議室
　　  18日（日）会場　高岡市民体育館

　日本障害者フライングディスク連盟副会長吉田力
男氏、同事務局員吉澤昌好氏を迎えて開催し、1日目
は、歴史やディスクの飛行原則、県障害者フライング
ディスク協会理事長金田安正氏からは「指導者の役
割」の講義がありました。２日目実技は掛け声や笑顔
も増えて、フラッグでは、きびきびした動作とコール
が体育館に響きました。

　受講者24名のうち、13名が正式に審判員登録を
されました。

　10月17日、呉羽カントリークラブで開催された
「第５回けんしん大納会ゴルフ大会」参加者及び富
山県信用組合様から、当協会にアーチェリー競技用
具一式が寄贈されました。
　式には宮崎忠一大会長（弘法工業株式会社代表取
締役会長）、県信用組合荒木勝理事長、他役員、また
アーチェリー協
会上田哲治理事
長が出席され、
当協会の恒川事
務局長が受け取
りました。
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2019 年度  第 19 回富山県障害者スポーツ大会

2019 年度  第 19 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

（８）

競　技　会 日　　　時 場　　　所 参加申込期限

水　泳　競　技　会 4月21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 5月19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12日㈮

フライングディスク
競　技　会

9月22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 2020年2月24日（月・振）
（9：30 ～ 15：30）

富山県総合体育センター
（富山市秋ヶ島 183） 12月27日㈮

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31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19回全国障害者ス
ポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会2019）、フライングディ
スク競技会と卓球競技会の記録は、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）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。
＜2019年度　講習会  連絡会議等予定＞

○障害者スポーツ指導員養成講習会（初級）
　　時　期　11月30日、12月１日、８日、14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（ボッチャ　８月24、25日）
○障害者スポーツ指導員連絡会議・研修会（６月９日、2020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　　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26日、2020年２月16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

♢上級障がい者スポーツ指導員養成講習会


