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　今年度は、「第21回富山県障害者スポーツ大会（水泳競技会）」で富山県障害者スポーツ大会が幕開けしました。各市
町村、特別支援学校から参加選手は37名（男子30名、女子７名／身体障害８名、知的障害29名／最高齢68歳、最年少
13歳）で会場は熱気にあふれました。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を十分に取ったうえでの大会開催となりました。選手・競技役員・運
営役員は、大会２週間前から検温、体調等のチェックを行って体調管理チェックシートを記入し、大会当日に提出してい
ただきました。また、大会の簡素化を図り、開・閉会式をなくして、開・閉会宣言とし、無観客による競技会としました。
　富山県水泳連盟　藤井 利晴 副会長の開会宣言のあと、堺　武 副審判長の競技上の注意、恒川　修 富山県障害者
スポーツ協会事務局長の今大会全般の遵守事項の説明の後、男女・障害・年齢の区分別に８種目の競技を展開しまし
た。レースと並行してレース後に表彰を行いました。結果、６つの県大会新記録が樹立され、選手たちの活躍に大きな拍
手が送られました。

　今年は、水泳競技会が予定通り開催されるとあり、
心がワクワクしていました。というのも、新型コロナウ
イルス感染症により延期となっていたスポーツの祭典
「東京オリンピック・パラリンピック」が開催されると
あって、普段よりスポーツを楽しみたいと思っていまし
た。それでも、競技当日は、得意分野ではない水泳で
あることや、コロナ禍で思うような練習ができなかっ
たことから、いつも以上に不安や緊張がありました。そ
れでも、今持っている力を出し切り、最後までがむしゃ
らに泳ごうと心に決めました。合図とともにプール板
を力強く蹴りこみスタート。中盤あたりに差しかかる
と、体の重さを感じたり息継ぎが苦しくなったりと、思
うように泳げなくなりましたが、最後はがむしゃらに
なってゴール板にタッチ！なんとか泳ぎ切ることができ
ました。結果は、23秒07の県大会記録を樹立したこと
をアナウンスで聞いて、驚きと「まだまだ、やればでき
る！」という自信がつきました。コロナ禍でまだまだ大
変な日常ですが、これからも、いろいろなスポーツに
チャレンジし、がむしゃらにがんばっていきたいと思い
ます。

　私が初めてこの大会に参加したのは2010年、中学二年
生の時で、それから毎年、参加してきました。大会に出場し
ていい記録を出すことは私の目標になりました。2021年
の大会は二年ぶりの開催でした。この二年間、私自身、練
習できない期間もあり万全とはいえない状況での参加で
したが、大会で泳げるということだけでとても嬉しかった
です。開催に関わって下さった方々のお陰で新記録が出せ
たと思っています。本当にありがとうございました。

　現在、私が勤務する南砺市の「いなみ交流館」ラフォー
レは、多角度からバリアフリー化された施設です。この背
景もあり、昨年度、初級スポーツ指導員の養成講習会へ挑
みました。講習では、障害者の方 と々共にフットサルを楽し
む時間がありました。私自身、初めての体験でしたが自然
と笑みがこぼれ「楽しかった思い出」となりました。私は、
この思いを胸に刻み、障害者スポーツの「素晴らしさ」を一
人でも多くの方々に伝えられる担い手を目指し、今後も大
会スタッフ等へ積極的に参加し続けたいと思いました。

「がむしゃらに泳いだ水泳競技」
堀田　英雄さん（富山県大会新記録樹立者）

「私にとっての水泳競技会」
大久保美希さん（富山県大会新記録樹立者）

「水泳競技会を運営して」
運営役員　安達　晶子さん（障がい者スポーツ指導員）

期日：令和3年4月19日（日）　会場：富山市東富山温水プール

令和3年度 富山県障害者スポーツ大会

障害区分 年齢区分 氏名 性別 所属 種目 記録
1 身体 ２部 堀田　英雄 男 上市町 25m自由形 23"07
2 知的 壮年 川成　雄平 男 入善町 25m自由形 17"39
3 知的 壮年 川成　雄平 男 入善町 50m自由形 37"32
4 知的 青年 土開　康平 男 上市町 50m背泳ぎ 43"35
5 知的 青年 島田　嵩久 男 舟橋村 25mバタフライ 20"10
6 知的 青年 大久保美希 女 砺波市 25mバタフライ 19"92

水泳競技会

富山県大会新記録樹立者一覧
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　令和３年11月７日（日）富山県総合体育センター（富山市秋ケ島）において、選手98名のエントリーのもと、
第21回富山県障害者スポーツ大会（卓球競技会）を開催しました。
　新型コロナウイルス感染症感染防止の観点から、開会式は行いませんでした。開会宣言の後、富山県卓球協会レ
ディース連盟　福林　弘子会長が、競技上の注意を行いました。
　今年度も、新型コロナウイルス感染症の感染状況を注視しつつ、日本卓球協会の「新型コロナウイルス感
染症対策のガイドライン」に従って、感染予防策を徹底しての大会となりました。一般卓球、サウンドテーブルテ
ニスともに、障害区分・男女別にそれぞれトーナメント戦を行い、白熱した戦いを繰り広げることができました。　
　また、初戦敗退者が、一試合で大会が終了してしまうことが無いように、障害区分・男女の区別なく初戦敗退者
による交流戦を設けました。これにより、参加選手の皆さんにとって充実した大会にすることができました。

　コロナ禍の中、大会開催に尽力頂いたすべての方
に、感謝申し上げます。絶対勝つと言うよりは、負けな
いと言う集中力を高めつつリラックスした気持ちで臨
みました練習では、悩むこともありますが１つ１つアド
バイスを受けながら、解決できたことがこの結果に結
びついたと思います。また、普段の生活の中でもでき
る練習があり、積極的に取り組みました。これからは、
１つ上の段階で、非凡なる凡人を目指して行きます。

　今回私は、競技会に初めて運営役員として参加させ
てもらいました。コロナ禍の中、感染症の対策の徹底
や少人数での行動制限を行い、選手が大会を楽しめ
るような取り組みがありました。初めは、大会がうまく
いくのか不安でしたが、選手の皆さんが笑いながらプ
レーしている姿を見て、参加してよかったなと思いまし
た。卓球を通して、競技会に関わるすべての人が一つ
になる姿を見て、来年も競技会の運営に参加させてい
ただきたいと思いました。

「卓球競技会で初優勝」
STT男子　川口　勇人さん

「初めて競技会に協力して」
運営役員　勇伊　大地さん（障がい者スポーツ指導員）

期日：令和3年11月7日（日）　会場：富山県総合体育センター

令和3年度 富山県障害者スポーツ大会

種目 一般卓球 サウンドテーブルテニス

身体男子 身体女子 知的男子 知的女子 視覚男子 視覚女子

1位 蜷川　優也
（滑川市）

蜷川恵吏子
（滑川市）

加藤　博史
（射水市）

杉本　実里
（富山市）

川口　勇人
（高岡市）

本江とみ子
（射水市）

2位 伊藤　恭兵
（滑川市）

村藤　小珀
（高岡聴覚）

西島　拓郎
（富山聴覚）

新田　　夢
（富山聴覚）

塘添　誠次
（射水市）

柳田　信子
（富山市）

3位 堀田　英雄
（上市町）

堺　　琉莉
（富山聴覚）

福島　貴大
（SON富山）

渡辺　恭加
（高岡聴覚）

林　　大志
（富山市）

髙島ヒサ子
（富山市）

4位 曳田　幸伸
（入善町）

上田アリス
（富山聴覚）

南山由美子
（富山市）

中西　美雄
（富山市）

久々湊みのる
（射水市）

卓球競技会

卓球競技会成績一覧

区分
順位



スポーツ協会だより令和４年３月 第44号

今年度の受講者は46名。富山県総合体育センター(富山市秋ヶ島)を会場に、11月27日(土)、12月
５日(日)、11日(土)、18日(土)の４日間の日程で開催しました。特に今年は、コロナ禍での開催とい
うことで、検温・消毒の徹底・座席配置の工夫など、感染予防策を徹底して行いました。

令和３年11月27日（土）

令和３年12月５日（日）

令和３年12月11日（土）

令和３年12月18日（土）

◎全講義を通して学んだことは、まさに教育の原点でした。「障害のある方と健常者とがふれあいことが必要
だと、今、強く感じます。まずは、知ること。知れば、不安が和らぎ、どのように支援すればよいかヒント
が分かります。多くの人が自然に手助けできる社会が共生社会だと思うようになりました。
◎今回この講習会で、環境を整えたり、いろいろな配慮が必要なことを学び、更に声掛けやとらえ方の変換、
言葉選びの大切さ、コミュニケーションの取り方ややり方の工夫、指導者側の心の準備や心構え、障がいに
関する専門的な知識を得る事で、今まで以上に個々の個性や性格に向かい合いながら、安全に楽しくスポー
ツに関わっていく事が大切だと感じました。

（３） （４）

令和3年度 障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）

【内容】 【講師(敬称略)】
「各障がいのスポーツ指導上の留意点と工夫 」
 泉　敏郎
「各障がいの理解」（肢体） 岩澤智宏
「各障がいの理解」（聴覚） 小中栄一
「各障がいの理解」（視覚） 高島　豊

【内容】 【講師(敬称略)】
「スポーツのインテグリティと
　指導者に求められる資質」 神野賢治
「障がい者スポーツ関する諸施策」 沼田智幸
「障がい者スポーツの意義と理念」 奥田睦子
「各障がいの理解」（精神） 伊藤賢司

【内容】 【講師(敬称略)】
「各障がいの理解」（知的） 東　真盛
「コミュニケーションスキルの基礎」 福島洋樹
「全国障害者スポーツ大会の概要」 恒川　修
「安全管理」 金澤芳光

【内容】 【講師(敬称略)】
「各地域の障がい者スポーツ推進の取り組み」
 箕島英二
「障がいのある人との交流」 箕島英二 他

※卓球バレー教室参加者の活動を通した交流

1日目

2日目

3日目

4日目

 富山県総合体育センター

 富山県総合体育センター

 富山県総合体育センター

 富山県総合体育センター

受
講
者
の
感
想
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日　　時：令和４年２月12日（土）　午前９時30分から
会　　場：富山県総合体育センター
主　　催：富山県、富山県障害者スポーツ協会
参 加 者：富山県障がい者スポーツ指導員　及び
 富山県障害者スポーツ教室・クラブ代表者　34名
連絡会議：９：30～10：15（教室・クラブ代表者のみ）
 年間の活動報告書提出　及び
 次年度の計画書・アンケートの提出について
研 修 会：講　演 10：30～12：00　Zoomによるオンライン講演会
　　　　　演　題 「リオパラから東京パラへの取り組み」
　　　　　講　師 東京2020パラリンピック 陸上競技 ガイドランナー・コーラー
　　　　　　　　　　　　大森　盛一氏（アスリートフォレストT.C 所属）
　　　　　　　　 東京2020パラリンピック 陸上競技 T11（視覚）日本代表
　　　　　　　　　　　　髙田　千明氏（ほけんの窓口グループ株式会社 所属）

期　　日：令和３年５月16日（日）　午前９時30分から
会　　場：富山県総合体育センター
議　　題：（１）令和３年度　富山県障害者スポーツ協会事業について
 　　（２）令和３年度　富山県障害者スポーツ教室開催事業について
　連絡会議では、19の教室を対象に障害者スポーツ協会の事業や会計処理の説明を行いました。また、障がい者ス
ポーツ指導員との積極的な連携による教室の運営を進める方針を伝えました。なお、今年度から障害者スキー教室
が「スノースポーツ教室」に、視覚障害者マラソンクラブが「ブラインドマラソンクラブ」に名称変更されました。

（３） （４）

第1回 スポーツ教室・クラブ代表者連絡会議

　　　第２回　スポーツ教室・クラブ代表者　及び　　 　
　　　　　　障がい者スポーツ指導員連絡会議・研修会

★高田さんの前向きさと
明るさ、とても魅力的な
人柄にファンになりまし
た。いろいろ工夫し試行
錯誤など、貴重なお話を
たくさん聞けて良かった
です。最後に、周りのサ
ポート次第でできる事が
増し、サポーターを増や
す事が大切との話もよく
わかりました。

★コロナ禍での研修
会開催ありがとうご
ざいました。勝手に友
達になれたと思えるほ
ど、大変楽しく受講す
ることができました。
サポート側の努力、選
手の勇気、熱意、努
力、お互いの信頼関
係の構築、とても勉強
になりました。

★髙田さんは、大森さんとの
信頼関係があったからこそ
パラリンピックに出場できた
と思います。今回、本人の努
力と周りの環境の大切さを
再認識でき、良い講習会を
受けることができました。障
害者は工夫次第でなんでも
挑戦できるチャンスが必要
であり、私も挑戦していきた
いと思いました。

★人との出会い、つながり、きっかけ等
どんなことが転機となり成功するのか
わからない。大森さんがしっかりと髙田
さんをサポートしているのがわかった
り、そのような信頼関係が大きな大会に
なればなるほど大切となってくる。選手
のパフォーマンスが発揮できるよう、そ
の周りのスタッフの大切さを学ばせても
らいました。いろいろな観点から、学ぶ
ことの重要さを改めて感じました。あり
がとうございました。

受講者
からの
感想

　今回の研修会は、新型コロナウイルス感染症のオミクロン株のまん延から、通常通りの開催が困難になりました。
講師の大森さんと髙田さんを東京からお招きすることができなくなり、東京と会場の富山県総合体育センターをつ
なぐオンラインでの講演会となりました。富山県総合教育センターの中谷晋輔先生のご指導によりZoomを活用し
て行い、画面を通してではありましたが、お二人の生き生きとした姿と東京2020パラリンピックに至るまでの通常
では知ることのできない活動や苦労話などを交えながら、たいへん分かりやすく話していただきました。受講者は今
回のご講演の内容を生かして、今後の障害者スポーツへの支援や指導に役立ててもらえる内容となりました。

大森 盛一（おおもり しげかず）氏　　　　　
1972年　富山県高岡市生まれ。　　　　
1992年バルセロナ五輪に出場。1996年ア
トランタ五輪では1600ｍリレーに出場し、
64年ぶりの5位入賞を果たす。現在、指導
者として視覚障害クラスの髙田千明選手の
コーチを務める。　　　　　　　　　　　

髙田　千明（たかだ ちあき）選手　　　　　
1984年　東京都大田区生まれ。　　　　
生まれた時から視覚障害があり、18歳のと
き視力を完全に失う。22歳から本格的に陸
上を始め、2017年世界選手権で視覚障害
クラス走幅跳びの銀メダルを獲得。東京パ
ラリンピック出場。　　　　　　　　　　

講師プロフィール



（５）

東京 2020パラリンピック特集　～大会を振り返って～
　開催さえ危ぶまれた東京パラリンピックが1年延期となり無観客ながら開催されました。富山県にゆかりのある３人の選手
の活躍は、県民に大きな感動を与え、障がいのある人々への理解と障害者スポーツへの期待が高まりました。車椅子バスケッ
トボール男子日本代表は悲願のメダルを獲得。宮島徹也選手と岩井孝義選手が活躍をしました。富山県車椅子バスケットボー
ルクラブ所属で障害者スポーツ教室にも積極的に参加されています。また、ボッチャ混合チーム　日本代表の藤井友里子選手
は２大会連続のメダル獲得。ボッチャクラブに所属しています。この１年間のさらなる感染拡大の影響により、練習が思うよう
にできない状況が続き、多くの困難を乗り越えて大会に臨まれた３名の選手から、東京パラリンピック大会での戦いを通じて
感じられた熱い思いを伝えていただくことができましたので、貴重な意見を紹介いたします。　　　　　　　　　　　　　　　

　今回の東京パラリンピックは３回目の出場ですが、自国開催なので多くの方にパラリ
ンピックを見てもらいボッチャを知ってもらえると思いました。特に、東京パラリン
ピックで多くの方々に元気、勇気、笑顔を送りたいという思いもありました。コロナ禍
の中、国内大会、国際大会が中止になって、合宿も全員集まっての練習が難しくなり、
地元で、1人で練習する事は出来ても実戦が出来ない事にとても苦労しました。しか
し、地元で練習して来た事しか出来ないと思い、自分が今まで練習して来た事に自信を
持って１つ１つの試合をしました。その中でも、最も印象に残っている試合はポルトガ
ルとの３位決定戦です。勝利が決まった後の投球を、チームメートに促されて投げた時
は、周囲への感謝の思いと、本当はもっと試合に出て点数につながるプレーがしたかっ
たという悔しい気持ちが入り混じっていました。今後は、健康に毎日を過ごし、競技を
していきたいと思います。

　東京パラリンピックは、全試合を楽しもうという気持ちで臨みました。僕はバス
ケットボールが好きで、試合を楽しんでいる時が自分のパフォーマンスが良くなる時
でもあり、毎試合楽しむことを忘れませんでした。また、目標は、家族をはじめ、た

くさんの方々の応援やサポートに対し、コート上で最高のプレーをして恩返しをする事と、何かを感
じていただけるものを見せたいと思っていました。毎日コートの内外関係なくチームの為に何が出来
るかを考えて過ごしました。なかなか試合に出られず正直苦しい時間もありましたが、チームの為に
何が出来るのか？と考える時間であったり、ベンチにいる時間はチームを鼓舞したり必要な声をコー
トに送ったり、いつでも試合に出場できる準備もしていました。最も印象に残っている試合は決勝の
アメリカ戦です。パラリンピックという世界最高峰の檜舞台で闘っているという感動を味わい、試合
を通じて日本のバスケを見せることができたと思っています。
　同じチームで練習するテツさん（宮島選手）からは、日々のチーム練習からも学ぶことが本当にた
くさんあります。レベルが高すぎて何を吸収できたかも正直わかっていません。ですが、自分の成長
に大きな影響を与えてもらってますし、テツさんのように何でも高いレベルでできるプレイヤーにな

るのが僕の目標の一つでもあるので、まだまだいろんな事を教わりながら成長したいと思います。
　今後の目標や抱負は、パリパラリンピックに向かう時間を大切にする事です。東京パラリンピックでは銀メダルを獲得
しチームの目標であったメダルというものは達成できました。しかし個人はどうだったのか？と思った時に「もっとでき
たな！」というのが正直なところです。なのでパリに向かうまでの時間は、東京に向かっていた時間よりも大切に使って
いきたいと思いました。１日１日を質の高いものにして成長していきたいと思っています。

北日本新聞社提供

北日本新聞社提供

藤井友里子選手

　東京パラリンピックは、自国開催の大会に出場できるという思いがとても大きかった
です。1年延期となり不安もありましたが、2020年にピークを持っていくことを考え
ていたので調整が難しかったです。代表に選ばれるかどうかという難しい時期もあり、
選ばれた時は大会に向ける気持ちがとても大きくなりました。また、「子供たちにメダ
ルを持ち帰る」という約束がトレーニングの励みにもなり、家族の支えが大きかったと
感じています。今回の大会を開催していただいたことに感謝しています。
　試合については、毎試合チームミーティングをしたので、試合ごとに新しい気持ち
で臨み、試合ごとにチームが強くなっていくのを実感しました。中でも一番印象に
残っている試合は対イギリス戦の準決勝です。相手チームの特徴である「高身長によ
るインサイドアタックを抑える」というのがチームの課題でしたが、自分の役割とし
てビッグマンを抑えることができ、しっかりプレーできました。今まで、イギリスに
勝てたことがなかったので、勝った瞬間にメダルが確定し嬉しかったです。メダルが
現実になった時、泣かないと思っていましたが、いろんな思いがこみ上げてきて涙が
出てきました。また、チームメートの岩井君とは、いつもチームで一緒にプレーして
いて、ディフェンスを組んでやってきました。障害が重い中でも頑張っています。練
習の成果がパラリンピックで体現できていて、楽しそうにやっていると思いました。

　自分は、今まで車椅子バスケットを一つの競技としてやってきました。周りには、趣味あるいはレクリエーションやリ
ハビリとしてやっている程度というふうに見る人もいましたが、車椅子バスケットがスポーツとして見てもらえるようこ
れからも目標を持ち、今できることを一生懸命に取り組んでいきたいです。

北日本新聞社提供

宮島徹也選手

岩井孝義選手

スポーツ協会だより令和４年３月 第44号

メダルを
手にして



（６）

東京 2020パラリンピック特集
　東京パラリンピック大会では、県内からも選手だけでなく競技役員・審判員・ボランティア・聖火ランナーとして、様々な立
場の人々が大会運営と大会成功のために協力されました。その方々からも感動の一言をいただきましたので紹介します。 

　３年に亘る世界パラ水泳連盟の研修の
結果、東京パラリンピック水泳競技の国
内技術役員(競技役員)に選ばれました。
大会では、選手・役員等の安全確保を最

優先とし、一切妥協の無い厳正なルールの適用により、公平公
正な競技が行われました。テレビでパラ水泳をご覧になった方
も多いと思いますが、私の周りでは、「すごかった」「感動し
た」という人もいれば、「痛ましくて見ていられない」という
人もいました。パラ水泳では、障がい者に接したことのない人
には、インパクトが強かったのかもしれません。国内のＴＶ地
上波で、これだけパラ水泳が放送されたのは初めてだと思いま
す。これを機に、障がい者に接する人が増え、パラ水泳だけで
なく、パラスポーツが理解され、広がることを切に願います。

　私はボッチャ競技のＮＴＯ(国内技術役
員)でタイマーとして初めて国際大会に参
加させてもらった。開催直前まで参加す
るか否か迷ったが、毎日のＰＣＲ検査や

会場とホテルの往復のみの行動制限また、ボッチャルールの一
部変更がとられたおかげで、安心して自身の役割に取り組め
た。様々な制限のある中で、選手たちは高いパフォーマンスを
見せてくれた。中でもBC２クラスの杉村選手は正確な投球と
計算された戦術、高い集中力でボッチャ競技では日本で初めて
金メダルを獲得された。この時・この場所で世界一を決めるた
めに、世界レベルの選手やコーチまたその大会を支える様々な
スタッフが集結して、成り立っているのだと肌で感じることが
できた。私にとって、かけがえのない瞬間だった。

　8月20日と26日、ボランティアドク
ターとして東京都晴海の選手村ポリクリ
ニックで勤務しました。整形外科リハビ

リ部門の担当でしたが、診療所には計8つの診療科とレントゲ
ン、MRI2台、薬局、検査室がありました。両日で計40名のア
スリート並びに関係者を診療しました。英語での診察診療が基
本でしたが、通じない患者には難渋しました。選手村スタッフ
の皆さんがとても気さくで、日本の「お・も・て・な・し」が
感じられました。コロナ禍ではありましたが、かけがえのない
貴重な経験となりました。

  私は、日頃　障害者スポーツの各競技大
会に関わる中で、参加者から笑顔で挑戦
と努力を重ね、「できる」という可能性
を学ばせて頂いています。その中で笑顔

と元気で聖火ランナーとして東京オリ・パラを盛り上げて欲し
いと推され、日頃の感謝の気持ちを伝えたいと応募しました。
ギリシャから福島県へと繋がれた聖火リレーは、1年延期、公
道でリレーの中止、トーチキスとなり希望の道へと繋がれまし
た。緊張の中にも、ワクワクドキドキ感と胸いっぱいの気持ち
といろいろな思いでトーチキスは感無量でした。その時、全て
の人々が笑顔でいきいき明るく、希望を持ち続けてほしいと強
く願いました。

　私は、車いすテニスをしています。障
がい者スポーツのテレビ番組は少なく、
地元でのパラスポーツへの関心も薄いと
感じ、多くの人にパラリンピックに関心

を持ってもらいたい。そして、障がいのある人でも色んな事に
挑戦する姿を見て欲しいとの思いで聖火ランナーに応募しまし
た。自国開催とあって、パラリンピックも盛り上りパラスポー
ツに関心を持ってくれた方が少しは増えたように思います。今
後、私は車いすテニスを通して障がいの有無に関係なくスポー
ツを楽しむ人たちの輪を広げ、パラスポーツを盛り上げてい
きたいと思います。私が出場したい大会の一つであるパラリン
ピックに関わることができ、本当に嬉しかったです。

　視覚障害者の私は、伴走者と聖火リ
レーの準備をしてきました。コロナ禍の
ため、聖火リレーが中止となりトーチキ
スに変更となりました。会場には、６つ

の市の94人の聖火ランナーが集まり、それぞれの思いを込め
てポーズをとりました。私は、障害者差別の根絶を祈り、平和
のポーズをとりました。その瞬間、鳥肌が立ち、人生最高の幸
せを感じました。私たち障害者は、サポートが必要です。街角
で、声をかけていただければ幸せです。

審判員の役割を担って

東京パラリンピックに参加して

Tokyo2020パラリンピック
選手村総合診療所で勤務して

聖火ランナーの役割を担って

聖火ランナーに参加して

聖火ランナーを終えて

水泳競技公式審判員
竹下　和彦さん

（富山県障がい者スポーツ指導員）

ボッチャ競技計時員
堀井　省志さん

（富山県障がい者スポーツ指導員）

スポーツドクター
岩澤　智宏さん（西能病院整形外科）
(障害者スポーツ指導員養成講習会講師 )

聖火ランナー
川崎　令子さん

（富山県障がい者スポーツ指導員）

聖火ランナー
笹島　湧希さん

（車椅子テニス教室参加者）

聖火ランナー
川口　勇人さん

（ブラインドマラソンクラブ代表者）

スポーツ協会だより 令和４年３月第44号
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令和３年度 障害者スポーツ活動活性化事業　

北京2022パラリンピック冬季競技大会 
川除大輝選手　金メダル獲得

第7回スポランふらっと杯

地域共生社会実現事業～フライングディスク～
「だれでも参加・かんたんスポーツ交流大会」  

令和3年11月25日（木）
太閤山コミュニティセンター

令和4年2月20日（日）・3月13日（日）
小矢部市民体育館

多くの方々にご協力を頂き、無事に「第7回スポランふらっと杯」を終えることができました。今
年はコロナの感染状況が落ち着いていた時期に開催でき、地域の方にも本会場での参加を呼びか
けることができました。オンライン参加とリアル参加による2回目の開催となり、本会場にはカター
レ富山のマスコットライカ君や重度障がい者や医療的ケアを必要とする方々、子育て中の親子、介
護の必要なお年寄り、包括支援センターの方等が来所し、Zoomでは7か所の福祉事業所や県内外
の大学や短大を結び総勢１99名の参加となりました。音楽に合わせたダンスや、障がい者スポーツ
（ゴールボール）を模した運動で身体を動かし、ピエロのパットくんによるパフォーマンスを観賞し
ました。Zoomでカターレ富山のプロサッカー選手と交流することもできました。また、カターレ富
山がJ2昇格を目指していた時期も重なって、応援と感謝を込めたフットスタンプアートにも取り組み
ました。たくさんの方々の足形アートは当日、カターレ富山の選手の画面に登場しました。参加者か
らは、「楽しかった」「ダンスをみんなと踊れてうれしかった」との意見をいただき、感染対策をしな
がらの接触型と非接触型での開催を続けることで人の輪の広がりも実感することができました。

今年度は、コロナ感染拡大防止を鑑み、必要以外は声を出さない競技方法に挑戦。選手呼び出し
やディスク渡し回数はカードで表示してみました。馴れないので、なかなか伝わらないもどかしさを感
じつつも、これまで聴覚障害の方が状況把握が困難だったことが解消
され、終始笑顔で競技されたことが何よりも良かったと思っています。
この事業から,参加される方は、色んな障害のある方の不都合さがよく
理解出来、相手の身になって伝える事の大切さを学び、これまで以上に
心が通い合い、大きな収穫があった事業となりました。

スポーツ協会だより令和４年３月 第44号

3月4日開幕の北京冬季パラリンピックにノルディックスキー距離競技男子立位に代表として川除大輝選手（日立ソ
リューションズJSC　日本大学３年）が、同競技女子立位代表として岩本美歌選手（北海道エネルギーパラスキー部、雄
山高校３年）が出場しました。両選手は、富山市大沢野の猿倉ジュニアスポーツクラブでスキーに出会い、雄山高校では
先輩と後輩の関係です。
開会式で日本選手団の旗手を務めた川除大輝選手が、男子20キロクラシカルで金メダルに輝きました。県勢でパラリ
ンピック冬季大会では初の金メダルです。大会前「旗手に恥じない成績を出したい」と言っておられましたが、宣言通りの
結果です。次世代のエースとして期待されながら大きなプレッシャーにも打ち勝ちました。また、初出場の岩本選手は最年
少選手らしく、「出場を楽しみたい」と世界を相手に堂々と戦いました。

「富山県から北京パラリンピックに川除・岩本の２名の選手を輩出できたこと
は大変名誉なことであると同時に、川除選手の金メダル獲得は県民の皆様へ夢
と希望を与えてくれる嬉しいニュースになったことと思います。川除選手は金メダ
ルの獲得と合わせて、出場全種目で入賞するなど正に日本のエースとして世界で
大きく輝いてくれました。岩本選手も18歳と若い選手でこれから先も期待ができ
る日本のホープだと思っています。２人は私が監督を務める猿倉ジュニアスポー
ツクラブの出身選手で、小学生の頃から、コツコツと努力をする非常に真面目な
選手でした。当クラブは障害の有無に関係なくクラブ員全員を同じように指導し
てきましたが、２人は弱音を吐くこともなく常に前向きに取り組んでいたことを覚
えています。まだまだ、若い二人ですので、今回の北京パラリンピックでの経験を
今後競技人生に生かしてもらいたいですし、いつまでも大好きなスキーを通じて
夢を追い続けてほしいと思います。」

川除大輝選手
（雄山高校 大畑賢寛教諭提供）

岩本美歌選手
（雄山高校 大畑賢寛教諭提供）

大森 盛一（おおもり しげかず）氏　　　　　
1972年　富山県高岡市生まれ。　　　　
1992年バルセロナ五輪に出場。1996年ア
トランタ五輪では1600ｍリレーに出場し、
64年ぶりの5位入賞を果たす。現在、指導
者として視覚障害クラスの髙田千明選手の
コーチを務める。　　　　　　　　　　　

髙田　千明（たかだ ちあき）選手　　　　　
1984年　東京都大田区生まれ。　　　　
生まれた時から視覚障害があり、18歳のと
き視力を完全に失う。22歳から本格的に陸
上を始め、2017年世界選手権で視覚障害
クラス走幅跳びの銀メダルを獲得。東京パ
ラリンピック出場。　　　　　　　　　　

猿倉ジュニアスキークラブ監督
小川　耕平氏（富山福祉短期大学 准教授）からのメッセージ
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スポーツ用具の貸し出し ～県内で広がる障害者スポーツ体験～
富山県障害者スポーツ協会では、障害者スポーツの用具の貸し出しを無償でおこなっています。
令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の影響による活動自粛により、貸し出しが激減していましたが、今年度は、

東京2020パラリンピックの開催により、多様性の理解や共生社会の実現と障害者スポーツへの理解が高まり、貸し出し
が増えました。
このような状況のなか、障害者スポーツへの認識の拡大により、「ボッチャ競技」の魅力や「車椅子バスケットボール」

の素早い展開と激しいプレーにひきつけられた人も少なくはなく、学校をはじめ、地域や職場からの貸し出しの申し込み
が急増しました。特に大会終了後の９月以降は、ボッチャの用具と車椅子の貸し出しで、順番待ちを調整する必要がでる
ほどでした。
他にも、「ゴールボール」や「フライングディスク」の用具の貸し出しが増え、障害者スポーツへの興味関心が高まった

結果と言えます。貸し出し数では、令和２年度の約２倍の数となっており、その人気がうかがえます。今年度に用具の貸し
出しを利用した団体や学校の活動の様子を紹介いたします。

高岡聴覚総合支援学校では、保護者が充実感のもてるＰＴＡ活動の推進を
図り、親子で楽しめる活動を企画・実施しています。今年度は中・高等部の生
徒及び保護者によるスポーツ体験として、フライングディスクを体験しました。
用具を共有するスポーツのため、コロナウィルス感染症対策として手指消毒を
徹底しました。本校の体育教師が講師を務め、ディスクの持ち方や投げ方、基
本的なルールを説明しました。その後、親子で練習を行い、最後にアキュラシー
競技の記録会を行いました。短時間でしたが、親子でスポーツに取り組み、楽
しい時間を過ごすことができました。

「予想外のボッチャ」　　　  高岡市立博労小学校　6年　中屋文恵さん
私のチームは、Bチームの中で一位でした。でも、私たちのチームは黄チーム

のようなハンドサインも使わず、その時に合わせて取り組みました。私は夏休
み中にオリンピック・パラリンピックを見ていました。ボッチャもいろいろな強
さや持ち方や機械などを使って自分に合った投げ方をしていて、手足が不自由
な中でも全力で取り組んでいる姿を見てすごいなと思いました。私は試合の
ときにとくに投げ方を意識してやりました。間に入れるときはやさしくゆっく
り、ジャックボールをとばすときはすごく強くなどいろいろ考えました。また、
投げ終えてからの相手のときにハラハラしたり上手な人の投げ方を見たりし
て、見ているときと投げるときの両方が楽しかったです。だれでも楽しめると
ころがとてもいいと思いました。ルールも簡単で、やりやすかったです。

昨今より続いている新型コロナウイルス感染対策で、外出や交流などが難しくなった状
況があり、休日の特別プランで提供していた車いすバスケットボール体験を児童の夏季休
暇期間中に行うことにしました。車いすバスケットボール体験では、順番を守ることや
ルールを守ること、運動機能の向上など、児童がスポーツをツールとした経験を重ねなが
ら、心身の発育につながっている活動で、スタッフ自身も児童と一緒に身体を動かして、コ
ロナの不安も消えて、元気になっていました。2021年度、夏季休暇期間が延長となった際
も、富山県障害者スポーツ協会様からお借りしていた競技用車いすのレンタル期間も延長
して下さり、とても感謝しております。皆様も是非、活用してみてはいかがでしょうか？

富山県障害者スポーツ協会では、次の活動に対し、用具の貸し出しを行っていますので、貸し出しを
希望される場合は、富山県障害者スポーツ協会までお問い合わせ下さい。
　①　障害者のスポーツ活動
　②　障害者との交流
　③　障害者スポーツを通じて障害者の理解を深める等を目的とした活動
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高岡聴覚総合支援学校
障害者スポーツ体験より

工房あおの丘
車椅子バスケット教室より

高岡市立博労小学校
体育「頭脳戦ボッチャ」の授業より
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全国大会・国際大会での活躍

中央研修派遣事業　～オンライン研修による受講報告～

今年度、障害者スポーツの全国大会や国際大会で、日頃の練習の成果を発揮され、好成績を残されたみなさんの栄光の足跡
を紹介します。選手の皆さんは、遠征や試合を通じて障害者スポーツに取り組む仲間との交流や楽しく競技を続けることで競
技力の向上をめざして積極的に活動をしています。今後もさらなる活躍を期待しています。

新型コロナウイルス感染症の影響により、多くの研修会や講習会の開催が困難な中、中央研修がリモート形式での開催とな
りました。県内から３名の障がい者スポーツ指導員の方が参加されましたのでその報告を紹介いたします。
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NO 競　技 大　　会　　名 開催期日 氏　名 成　　　　績

1 水泳 2021年度
ジャパンパラ水泳競技大会

R3
5/20 ～ 23 角井　俊生　100ｍ平泳ぎ ３位

200m自由形 ９位

2 水泳
2021年度　
第24回日本知的障害者選手権水泳競技
大会

6/6 角井　俊生　100ｍ平泳ぎ ３位
200ｍ平泳ぎ ４位

3 水泳
2021年度　
第24回日本知的障害者選手権(25m)
水泳競技大会

10/31 角井　俊生　  50ｍ平泳ぎ ３位
100ｍ平泳ぎ ３位

4 水泳 第38回日本パラ水泳選手権大会 11/19 ～ 21
高畠裕美子
角井　俊生

  50ｍ自由形（S21S） ３位
  50ｍ平泳ぎ（SB14） ６位
100ｍ背泳ぎ（S14) 16位

5 車椅子
マラソン 第40回記念　大分国際車いすマラソン 11/20 ～ 21 棚田　優子

細川　一雄

ハーフマラソンT34/53/54
 ３位（女子）
 27位（男子）

6 車椅子
ソフトボール 第6回ライオンズカップ 11/27 ～ 28 島田　昌和 関西unbalance所属チーム５位

個人賞（敢闘賞受賞）
7 ボッチャ 第1回ボッチャオープンチャンピオンシップ 12/17 ～ 19 藤井　　潤 立位クラス 優勝

8 ボッチャ 第23回日本ボッチャ選手権大会 R4
1/7 ～ 9 藤井友里子 BC1クラス ４位

9 水泳
2021年度　
第５回日本知的障害者選手権新春水泳競
技大会

1/10 角井　俊生　100ｍ平泳ぎ ２位
  50ｍ平泳ぎ ５位

令和３年度中級障がい者スポーツ指導員
養成講習会
令和３年６月10日（木）～13日（日）
※新型コロナウイルス感染症拡大によりオンライン受講

令和３年度中級・上級障害者スポーツ指導員
育成研修会
令和４年１月29日（土）、30日（日）
※オンライン研修会

2021年度全国障害者スポーツ大会
ボッチャ競技審判員養成講習会（オンライン）
令和４年２月26日（土）
※オンライン受講

浦田　 亨さん 小島 之弘さん 箕島 英二さん
前年に秋田にて開催される予定が

中止になり、今回はオンラインによる
受講となりました。私自身は初めての
オンライン受講であったため少々の
不安等がありましたがトラブルもなく
順調に受講を進めることができまし
た。これからの新たな講習会等の形
であると思うところではありますがス
ポーツは人との触れ合いや対面での
会話等が重要な部分であると考える
のでそこの部分をどのようにしていく
かが課題と感じる講習会でした。

今回で2度目の参加ですが、前回と違い
オンライン会議になり、情報交換や入力がス
ムーズにできるか不安でした。研修は、指導
員として感じている活動の現状と課題を出
し、今後の将来像としてどう変えていくかと
いう内容をグループワークで行いました。第
一部ではアイデアを出し、第二部ではアイデ
アを基に実行方法や期間について話し合
い、最後に全体会で報告を行いました。グー
グルアプリを使っての資料作り、共有、グー
グル間の移動などに時間がかかり、思うよう
に進みませんでしたが、概ねまとめることが
できました。また、参加者は、スポーツ施設
職員、行政職員、一般職の多様な職業であ
ることから、意見がかみ合わず、まとめるこ
とができない部分もありました。今後の研修
会の課題だと思いました。

全国障害者スポーツ大会にボッチャ競技
が導入されるに伴い、審判養成を目的に今回
の講習会が開催される予定でしたが、コロナ
の感染拡大の影響でオンラインでの開催とな
りました。講習会はとても分かり易く、また、
ルールは、多くの選手が参加できるように大
幅に規則を緩和した内容になっていました。
今回の講習会を受講して一番強く感じた

のは、障害のある方に、ボッチャ競技に対する
興味を持ってもらえるように考えられている
点です。また、審判員の活動だけではなく、ス
ポーツ指導員の講習会や選手の練習のサ
ポートを通して、広くボッチャの普及活動を
行っていくことが、今回の受講者に求められて
いる事だと思いました。富山県内でも、競技人
口が増えるように普及活動に力を入れたいと
思っています。
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富山県障害者スポーツ協会富山県障害者スポーツ協会からからお知らせお知らせ
近年スマートフォンでのＨＰ閲覧が多くなってきています。そのため協会では、時代の流れに対応した新
しいＨＰの作成に昨年取り掛かり、今まで以上に見やすく、活用しやすいＨＰへとリニューアルいたしまし
た。これを機に多くの皆さんにご活用いただければ幸いです。

☆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事業】
　○第1回教室・クラブ代表者連絡会議　令和４年５月14日（土）
　○第1回障がい者スポーツ指導員研修会　令和４年５月22日（日）
　○障がい者スポーツ指導員養成講習会（初級）
　　　期日　令和４年11月23日(水・祝)、27日(日)、12月４日(日)、10日(土)の４日間
　　　会場　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（県障害者スポーツ大会陸上競技会）　令和４年５月22日（日）
　○第2回スポーツ教室・クラブ代表者及び障がい者スポーツ指導員連絡会議・研修会　令和５年２月19日（日）

【日本パラスポーツ協会事業】
　〇中級障がい者スポーツ指導員養成講習会　　〇上級障がい者スポーツ指導員養成講習会
　〇障がい者スポーツ指導者全国研修会　　　　〇全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会

　富山県障害者スポーツ協会ＨＰのご案内

　富山県障がい者スポーツ指導者協議会から

　令和４年度主な事業予定（講習会及び県外派遣含む）

＜編集後記＞
教室・クラブの活動自粛
県内では、「新型コロナウイルス感染症に打ち克つための

ロードマップ」に基づく警戒レベルが８月16日（月）からステー
ジ３に引き上げられ、県民に対して、日中も含めた不要不急の外
出・移動の自粛等の要請が行われたことから、各教室・クラブ
には、当面の間、活動実施の自粛の協力を依頼しました。
富山県障害者スポーツ大会
　　　　陸上競技会・フライングディスク競技会の中止
5月23日に開催を予定しておりました令和3年度富山県障害

者スポーツ大会陸上競技会が、新型コロナウイルスの感染拡大
により開催中止になりました。この大会の運営業務にて、陸上
競技審判資格取得の講習会とする予定でしたが、講習会もやむ
を得ず中止となりました。次年度の計画は未定ですが、同大会
での実技による資格取得を計画したいと考えています。また、9
月19日(日)にはフライングディスク競技会を開催する予定でし

た。コロナ対策としてアキュラシー種目のみの実施予定でした
が、ステージ３が解除されなかったことからやむなく開催中止
となりました。
「三重とこわか大会」、昨年のかごしま大会に
　　　　　　　　　　　　　　　引き続き開催が中止
第21回全国障害者スポーツ大会は、「三重とこわか大会」の

愛称のもと、令和3年10月23日（土）～25日（月）の3日間で開
催が予定されていました。本県からは、選手30人と役員26人の
派遣を予定していました。しかし、３年ぶりの開催予定の「三重
とこわか大会」は、残念ながら新型コロナウィルス感染症の拡
大が収まらず中止となりました。
今年は、これらの事業に関わった多くの人たちの思いを実現

できなかった1年でしたが、来年こそ、コロナに打ち勝ち、安心
して事業が実施される世界になることを願い、あきらめず目標
に向かって頑張っていきたいです。

2021年を振り返って　～コロナと戦った1年～
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令和４年度  第22回富山県障害者スポーツ大会

令和4年度  第22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。
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競　技　会 日　　　時 場　　　所 参加申込期限

水　泳　競　技　会 4月17日㈰
（9：30～ 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22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18日㈰
（9：00～ 12：30）

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 11月13日㈰
（9：30～ 12：30）

富山県総合体育センター
（富山市秋ヶ島 183） 9月30日㈮

出場選手は、次のすべての条件を満たす者
①令和４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。）
　
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）
　
①水泳競技会と陸上競技会の記録は、第22回全国障害者スポーツ大会（いちご一会とちぎ大会）、フライングディ
スク競技会と卓球競技会の記録は、特別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・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大会は、障害者がスポーツを通じて、希望と勇気をもって社会に参加する意欲を喚起
するとともに、県民が障害者についての関心と理解を深めることを目的として毎年開催しています。大会で
は、水泳・陸上・フライングディスク・卓球の４競技会が行われます。
　令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、県大会の陸上競技会、フライングディスク競技会が中
止となってしまいましたが、水泳競技会と卓球競技会は、新型コロナウィルスの感染防止対策を徹底して開催
することができました。
　全国障害者スポーツ大会は、この４競技会での記録を参考に富山県代表候補選手が選考されます。自己記録
の挑戦やさまざまな交流の機会としてたくさんの方々の参加をお待ちしています。

参加
資格

参加
申込

お知
らせ

出 場 選 手 募 集 ！

全国障害者スポーツ大会は、障害のある人たちが、競技や交流を通じて、スポーツの楽しさやお互
いの理解を深めたり、障害者の社会参加を推し進めることを目的として開催される国内最大の障害
者スポーツの祭典です。
一昨年度の茨城大会は台風の影響で中止、昨年度の鹿児島大会と今年度の三重大会は新型コロ
ナウイルス感染症の影響で開催が見送られました。来年度は４年ぶりの開催です。

全国障害者スポーツ大会を目指しませんか！
令和４年10月29日（土）～31日（月）


