
氏名・チーム 内　容

1 車いすバスケットボール
第47回日本車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ選手権大会
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」
         山口県山口市維新公園 12

富山県車椅子バス
ケットボールクラブ

4位/12チーム

2 水　泳
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 角井俊生

100ｍ自由形　1：02.28　12位
100ｍ平泳ぎ　１：11.34 　5位
200ｍ平泳ぎ　2：41.43　 4位

3 陸上競技
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

藤信美紀 女子走り高跳び　1m30　1位
女子走り幅跳び　4m31　4位
4×400mR　　　4：03.33　3位

4 ボッチャ
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 藤井友里子
個人戦4位(予選リーグ4勝-0敗）
団体戦出場

5 フライングディスク
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

堺井重雄

下野富枝

前田信孝

丸杉　武

ディスタンス　34.84m　　　2位
アキュラシー(5m）　 9点　1位
ディスタンス　28.07m　　　2位
アキュラシー(5m）　 7点　2位
ディスタンス　21.62m　　　4位
アキュラシー(5m）　 8点　2位
ディスタンス　23.47m　　　7位
アキュラシー(7m）　 7点　3位

6 車いすバスケットボール
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

東海北陸選抜チーム
寺内一真
岩井孝義
小山大斗

一回戦　58対21　東京甲信越に勝利
準決勝　32対75　関東選抜Aに敗退
3位決定戦　63対20　九州選抜に勝利
3位決定

7 卓球
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

大井川勇人
岡本　　光
伊藤恭兵
大井川広志
蜷川優也
酒井義和
須貝三男
蜷川和博
大井川善春
蜷川和博
大井川善春
酒井義和
須貝三男
男子団体戦

遠山貴子
蜷川恵吏子
蜷川伊智子
岡本　光
遠山　貴子
蜷川恵吏子
遠山　貴子

男子シングルス（1）2回戦敗退
男子シングルス（1）１回戦敗退
男子シングルス（１）3位
男子シングルス（2）2回戦敗退
男子シングルス（2）4位
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｼﾆｱ　準々決勝j敗退
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｼﾆｱ　2回戦敗退
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｼﾆｱ　2回戦敗退
男子ｼﾝｸﾞﾙｽｼﾆｱ　2回戦敗退
男子ダブルス　1回戦敗退

男子ダブルス　1回戦敗退

１勝1敗　2位決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ進出
決勝トーナメント　1回戦敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ（一般）　1回戦敗退
女子ｼﾝｸﾞﾙｽ（一般）　2回戦敗退
混合ダブルス　棄権
混合ダブルス　1回戦敗退

女子ダブルス　2回戦敗退

8 陸上競技
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

藤信美紀 走り幅跳び　4m39　　1位

9 ボウリング
第53回全国ろうあ者体育大会
（ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ競技）

9月19日
～22日

「出雲会館センターボウル」
　　　　　　　　島根県出雲市 3

富山県チーム
浜谷宏志
新田恭一
風呂真司

団体戦　　9位
個人戦　　26位
個人戦　　68位
個人戦　　56位

10 水泳 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 角井俊生

200ｍ自由形　2：17.63　21位
100ｍ平泳ぎ　１：11.83 　5位
200ｍ個人メドレー　2：30.09　 5位

11 空手 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

高野　勝
松浦哲也

林　美優

形競技1部-2-5　準優勝
形競技1部-3-4，5　3位
組手競技1部1部-3-4，5　3位
組手女2部-6-3，4　5位

12 ゲートボール
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」
　　　　　　和歌山県和歌山市毛見 6

団体予選リーグ
岩城理・酒井･湑涼
川田・岩城富・戸田

1勝1敗　得失点差で3位

13 グランドゴルフ
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」
　　　　　　和歌山県和歌山市毛見 3

松原敏治
江尻京子
荒木外喜雄

30位
46位      　（個人戦）/144名
62位

14 STT 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」
　　　　　　東京都国立市富士見台 4

林　大志
柳田　信子

予選リーグ2位　敗退
予選リーグ3位　敗退

15 ボッチャ 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」
　　　愛知県豊田市八幡町 3

藤井友里子
藤井　潤

BC1個人戦　　2位
OP立位　　　　2位

16 車いすバスケットボール
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」
　　　福岡県北九州市八幡東区 1

日本チームに選抜
岩井孝義

予選リーグ
カナダ・オーストラリア・ドイツに勝利
決勝　60対23　ドイツに勝利（優勝）

17 水泳 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

高畠裕美子

吉田博美

50m背泳ぎシニア　 １：09.61
50m自由型シニア　　　53.49
50m自由型シニア　　　39.52

18 車いすバスケットボール
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」
　　　福岡県北九州市八幡東区 5

東海北陸選抜チーム
森　泰誠
宮島徹也
浦田菖伍
寺内一真

予選リーグ
65対48　九州選抜に勝利
決勝リーグ
61対44　近畿選抜に勝利
77対57　j関東選抜に敗退（準優勝）

19 車いすバスケットボール
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」
　　　兵庫県神戸市西区 5

フリーダムパラダイス
堀田良明
安田武志
森　直樹
高田淳一

一回戦
66対55　関東Knightsに勝利
準決勝
56対51　九州シルバースターに勝利
決勝
59対50　近畿Tsunejirouに勝利（優勝）

20 卓球 第4回世界ろう者卓球大会日本代表選考会 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

蜷川優也
伊藤恭兵

５位
７位（８人での総当たり戦）

21 水泳
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

角井俊生

猪浦健太
木田智之
塚越和紀
土開康平

石金颯太
木田雅之
野嶽航介

１00ｍ平泳ぎ　1：41.09　5位
200ｍ平泳ぎ　2：45.15   3位
50ｍ自由形　　39.68　　89位
50ｍ自由形　　47.86　　117位
50ｍ自由形　　50.95　　122位
50ｍバタフライ　39.38　　31位
200ｍ個人メドレー　3：14.15　　24位
50ｍ平泳ぎ　43.28　　18位
50ｍ平泳ぎ　57.23　　48位
50ｍ平泳ぎ　45.32　　29位

22 卓球 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」
　　　　東京都江東区亀戸 3

蜷川優也
伊藤恭兵

総当たりリーグ戦１１人中６位（15点）
総当たりリーグ戦１１人中９位（12点）
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