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　第15回全国障害者スポーツ大会「紀の国わか
やま大会」は、平成27年10月24日（土）～26日
（月）の3日間、和歌山県内で開催され、埼玉
県選手団108名（選手59名・役員49名）が参加
しました。
　埼玉県選手団は陸上競技、水泳、アーチェリ
ー、卓球、フライングディスク、ボウリングの
6競技に出場。日ごろの練習の成果を発揮し、
金メダル34個、銀メダル23個、銅メダル16個、
合計73個のメダルを獲得。水泳競技で2種目の
大会新記録を樹立するなど、大活躍の3日間で
した。

埼 玉 県 選 手 団 （選手 59 名　役員 49 名）

 派遣期間　平成 27 年 10 月 22 日（木）～ 27 日（火）

 団　　長　重田　　博 （一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会副会長）

 総 監 督　長野　哲也 （一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会理事）

 旗　　手　永島　晃汰 （陸上競技　選手）

 ＜競技別内訳＞

　陸上競技　　　　　　選手 27 名　役員 20 名　　計 47 名

　水泳　　　　　　　　選手 8名　 役員 5名　　 計 13 名

　アーチェリー　　　　選手 1名　 役員 1名　　 計 2名

　卓球　　　　　　　　選手 8名　 役員 6名　　 計 14 名

　フライングディスク　選手 10 名　役員 5名　　 計 15 名

　ボウリング　　　　　選手 5名　 役員 2名　　 計 7名

　総務役員　　　　　　　　　　　　　 　　 　　計 10 名

　

埼玉県選手団　大活躍！

第１５回全国障害者スポーツ大会　「紀の国わかやま大会」



平成２７年度　彩の国ふれあいピック春季大会

自己記録に挑戦
　平成27年度彩の国ふれあいピック春季大会（第28回県民総合体
育大会兼埼玉県障害者スポーツ大会）は、平成27年4月26日のア
ーチェリーを皮切りに、5月17日にサウンドテーブルテニス、ボ
ウリング、5月24日に陸上競技、水泳、一般卓球、フライングデ
ィスクを各会場において開催しました。
　全国障害者スポーツ大会埼玉県・さいたま市代表選手選考会を
兼ねた本大会には、選手1094名が参加し、自己記録に挑戦しまし
た。

参加選手 会場

502 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

113 埼玉県障害者交流センター

6 はらっパーク宮代

79 コスモスアリーナふきあげ

22 埼玉県障害者交流センター

87 ウニクスボウル南古谷店

285 熊谷スポーツ文化公園補助陸上競技場

ボウリング

フライングディスク

陸上競技

水泳

アーチェリー

卓球

卓球（STT)

競技

第１５回全国障害者スポーツ大会 関東ブロック地区予選会

　第15回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会が関東各地で開催され、全国大会を目指し熱戦が繰り
広げられました。埼玉県勢の結果は下記のとおりです。

全国大会への切符をかけて　

競技 日程 会場 結果
バスケットボール（知的男子） 2回戦敗退
バスケットボール（知的女子） 準優勝
バレーボール（知的男子） 準優勝
バレーボール（知的女子） 第3位
フットベースボール 4月19日（日） 埼玉県　妻沼運動公園緑の広場 準優勝
サッカー 4月19日（日） 神奈川県　綾瀬スポーツ公園 準優勝
ソフトボール 4月26日（日） 茨城県　那珂湊運動公園 準決勝進出
バレーボール（精神） 5月30日（土） 神奈川県　秦野市総合体育館 準優勝
車椅子バスケットボール 6月6日（土）、7日（日） さいたま市　さいたま市記念総合体育館 準優勝

4月18日（土）、19日（日） 群馬県　ALSOK群馬アリーナ

千葉県　千葉ポートアリーナ4月19日（日）

フライングディスク競技
選手宣誓

サウンドテーブルテニス（STT）

フットベースボール 車椅子バスケットボール



平成２７年度　彩の国ふれあいピック秋季大会

「お気に入り」を見つけて
スポーツにチャレンジ！　
　平成27年度彩の国ふれあいピック秋季大会を平成27
年9月27日（日）に熊谷スポーツ文化公園陸上競技場、
補助陸上競技場、彩の国くまがやドーム体育館、にぎ
わい広場において開催しました。
　大会は、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会塩
浦綾子会長の開会宣言でスタート。開会式には上田清
司埼玉県知事をはじめ県議会議長、地元県議会議員、
熊谷市長、また当協会の賛助会員としてご協力いただ
いております株式会社ウィズウェイストジャパン、関
東自動車株式会社、株式会社ヨコハマタイヤジャパン
の皆さまなどたくさんのご来賓にご臨席いただき、盛大に行われました。
　大会には選手955名をはじめ役員、ボランティア約2000名が参加。陸上競技、フライングディスク、ボッチ
ャ交流、ダンス、ふれあいゴールボール、四面卓球バレー、グラウンド・ゴルフ、スポーツいろいろ体験、タ
ーゲットを狙え、玉入れの計10競技を実施しました。
　競技のほかに、スタンプラリーや作業所・授産施設などによる出店、自立工房山叶本舗による秩父屋台ばや
しの演奏、特別支援学校教員バンド・アフターファイブによるランチタイムコンサートや、埼玉県のキャラク
ター　コバトン・さいたまっちとの記念撮影が行われるなど、終始にぎやかな大会となりました。 　

開会宣言 選手宣誓 陸上競技 （チャレンジ 50m）

陸上競技 (ジャベリックスロー ) ふれあいゴールボール フライングディスク （ホールインワンに挑戦）

ターゲットを狙え （転がす） 四面卓球バレー



レ ッ ズ カ ッ プ

３３チームが参加
レッズランドに大歓声ひびく

ア ル デ ィ ー ジ ャ カ ッ プ

　浦和レッズハートフルカップ第8回スマイルサッカー大会
を5月6日（水）、レッズランドにおいて開催しました。
　今大会は、サッカー8人制の部14チーム、フットサル5人制
Ⅰ部9チーム、フットサル5人制Ⅰ部女子2チーム、フットサ
ル5人制Ⅱ部6チーム、脳性まひ7人制サッカーチーム「ASユ
ナイテッド」「横浜BAYFC」がオープン参加し、計33チーム
で行われました。
　浦和レッズハートフルカップとしては初の8人制サッカー
の実施となりましたが、昨年のサッカー11人制を上回る14チ
ームの出場があり大変な盛り上がりの中、チーム桜が優勝を
飾りました。大会結果は下記のとおりです。

開 会 式
和光南特別支援学校の選手が

力強い選手宣誓をおこないました

大

会

結

果

サッカー8人制 （知的障がいの部）
優　勝　チーム桜
準優勝　川越たかしな分校
第 3 位　羽生ふじ高等学園

フットサル5人制Ⅰ（知的障がいの部）
優　勝　FC. ソル・フレスコ
準優勝　県北スポーツクラブ
第 3 位　どうかん

フットサル5人制Ⅱ（精神障がいの部）
優　勝　ふれむ FC
準優勝　EVOLVIENTO　F.C.
第 3 位　F.C. cangiare

フットサル5人制Ⅰ（女子の部）
優　勝　羽生ふじ・はあにい
準優勝　和光南特別支援学校

　NTTドコモ presents 第8回大宮アルディージャ ORANGE! HAPPY!! 
SMILE CUP!!!を8月1日（土）2日（日）、さいたま市秋葉の森総合公園
NACK5スタジアムにおいて開催しました。
　開会式では、大会に特別協賛をいただきました株式会社NTTドコモ
CSR部CSR担当部長小菅浩幸様、会場を提供いただきました公益財団法
人さいたま市公園緑地協会理事長井原誠一郎様よりご挨拶をいただき
ました。
　大会には15チーム276名が参加。1日目は8人制で予選リーグを行い、
チーム桜、和光南特別支援学校、さいたま桜高等学園、羽生ふじ高等
学園が決勝トーナメント進出を決めました。
　2日目は、NACK5スタジアム大宮で11人制で準決勝・決勝を行い、決
勝戦ではチーム桜がさいたま桜高等学園に3対1で勝利し、大会3連覇を
飾りました。大会結果は下記のとおりです。

憧れのスタジアムで　

優　勝　チーム桜
準優勝　さいたま桜高等学園
第 3 位　和光南特別支援学校、羽生ふじ高等学園

大 会 結 果

表　彰　式
　NTTドコモ presents 第8回大宮アルディージャORANGE! HAPPY!! SMILE CUP!!!優
勝チーム（チーム桜）の表彰式が、平成27年8月23日（日）、2015明治安田生命J2
リーグ第30節 大宮アルディージャvsザスパクサツ群馬の試合に先立ち、NACK5スタ
ジアム大宮のピッチ上において行われました。
　大宮アルディージャ塚本泰史アンバサダーから表彰状、NTTドコモCSR部部長川﨑
博子様から優勝カップ、公益財団法人さいたま市公園緑地協会理事長井原誠一郎様
から花束が贈られ、アルディージャサポーターから大きな拍手を受けた選手たちは
喜びの表情を見せていました。



平成２７年度　ふ れ あ い 登 山

長瀞町の宝登山へ　春の恒例ふれあい登山

ス ポ ー ツ フ ェ ス テ ィ バ ル 

　「出前スポーツ教室」は、スポーツに親しんでいただく

ことを目的に開催を希望する県内（特別会員市町村）ど

こへでもスポーツ協会スタッフが出向いて指導や運営の

助言をさせていただく事業です。地域の障がい者スポー

ツ大会での実施種目の検討から当日の進行、スポーツ教

室など実施しています。

　平成 27 年度の実績は下記のとおりです。

　平成27年4月19日（日）、ふれあい登山を実施しました。
公益社団法人日本山岳会埼玉支部との共催事業として、平
成23年度に第1回目を実施したこの企画も今年で5回目とな
り、春の恒例行事となってきました。
　今回の目的地は、長瀞町の宝登山。参加者は113名（障が
い者44名、付き添い36名、山岳会33名、スポーツ協会1名）
で、11班に分かれ、宝登山山頂を目指して秩父鉄道・野上
駅を出発しました。
　コースは宝登山登山口～天狗山分岐～野上峠～小鳥峠～
林道～裏参道登山口～宝登山山頂（昼食）～ロープウェイ
駅広場～宝登山神社～長瀞駅。200段の階段、岩や木の根の
多い道をこえた山頂では、木々の新緑が芽吹き、桜やつつ
じが咲いているなど春の訪れを感じることができました。

　平成27年5月31日（日）、熊谷スポーツ文化公園において「スポーツフェ
スティバル2015」（主催　埼玉県教育委員会他）が開催され当協会と埼玉
県ボッチャ協会（協力：埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会）でボッチ
ャの体験コーナーを運営しました。
　当協会としては初めての屋外での実施となりましたが、試合体験と的に
むけてボールを投げるターゲットボッチャ2種目を行い、小さなお子様から
大人の方まで225名に体験いただきました。体験者からは「初めは難しかっ
た」や「ランプで転がすのが楽しい」などの声が聞かれました。
　多くのイベント来場者がブースの前で足を止めてくださり、パラリンピ
ック競技のボッチャを紹介する良い機会となりました。

大盛況！ボッチャ体験コーナー

イ ケ ス ポ 出 前 ス ポ ー ツ 教 室 
平成 27 年度障害者スポーツ振興事業障害者スポーツ理解促進フェスティバル

障害者スポーツ普及・啓発事業（埼玉会場）
「つながるために！広がるために！イケスポ (^^)/」

　本事業は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
の主催事業の埼玉会場として、埼玉県障害者交流セン
ター、埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会、当協会
の共催事業として実施しました。
　平成27年9月23日（水祝）、埼玉県障害者交流センタ
ーにおいて「知る」「観る」「触れる」それぞれのテ
ーマにそって7つのブースと、エンディングセレモニー
としてイベントにご協力いただいた障がいのあるアス
リートの皆さんがかっこいいパフォーマンスを披露す
るスポーツショーを実施しました。

市町村名 日程 内容
加須市 6月13日（土） 準備体操、四面卓球バレーの説明・審判
羽生市 6月13日（土） 準備体操、大玉送り・ボッチャdeビンゴの説明進行

川口市 10月3日（土）
ボッチャ体験コーナーの運営
＊埼玉県ボッチャ協会協力

深谷市 10月10日（土）
フライングディスク体験コーナーの運営
＊埼玉県障害者フライングディスク協会協力

入間市 11月7日（土） ボッチャ教室講師、大会審判
行田市 11月14日（土） ボッチャ説明、審判
松伏町 11月14日（土） 準備体操、スポーツ体験補助、大玉送り進行

総合学習への協力

春日部市立大増中学校「平成 27 年度福祉講演会」

日　程　　平成 27 年 6 月 19 日（金）
協　力　　埼玉県障がい者バスケットボール連盟
講　師　　車椅子バスケットボール
　　　　　　森田俊光選手 （埼玉ライオンズ）

　　　　　　斎藤智之選手 （埼玉ライオンズ）

　　　　　　土田真由美選手
　　　　　　　　　（ELFIN/ インチョン 2014 アジアパラ競技大会日本代表選手）



平成２７年度　ふれあいスポーツ大会・教室

２代目王者はフレンドリー春日部ふれあいティーボール大会

　第2回ふれあいティーボール大会を平成27年9月19日（土）、さいた
ま市浦和総合運動場で開催しました。大会には県内各地から5チーム
にご参加いただきました。
　今大会は「ふれあい」をテーマに実施し、試合だけでなく「ホーム
ラン競争」「バッティング体験コーナー」また各試合の優秀選手を対
戦チーム同士で選出する「優秀選手賞」などさまざまなイベントを実
施し、スポーツの楽しさを参加者全員で共有することができました。
　大会結果は下記のとおりです。

ふれあい野球教室 野球でつながる・広がる輪
　ふれあい野球教室を平成27年11月15日（日）県営大宮公園
野球場で、講師として学校法人明星学園浦和学院高等学校野
球部をお招きして開催しました。
　参加者は55名。「ふれあい」「投げる」「捕る」「打つ」
「ふれあい」の5部構成で行い、キャッチボールやフリーバ
ッティングなどで講師と参加者が交流を図りながら野球を楽
しみました。
　最後の「ふれあい」では、講師による試合前ノックなどの
デモンストレーション、「浦和学院に挑戦！」として講師vs
参加者の試合を行いました。閉講式では参加者全員から野球
部へボールのプレゼント、またソフトボールチーム・フレン
ドリー春日部の尾谷監督からお米とおせんべいのプレゼント
があり、講師・参加者お互いの今後の健闘を誓い合い教室は
終了しました。

優　勝　フレンドリー春日部
準優勝　オールスターズ
第 3 位　AMC サンデースポーツ
第 4 位　ウエルシアオアシス B

大 会 結 果
優　勝　フレンドリー春日部
準優勝　オールスターズ
第 3 位　AMC サンデースポーツ
第 4 位　ウエルシアオアシス B

大 会 結 果

ホームラン競争

59m70cm の飛距離で見事ホームラン王に輝いた
オールスターズの黒木将春選手

ナガセケンコーカップ第４回彩の国ふれあいハート &スマイルソフトボール大会 

東京都 ２年連続優勝を果たす 　ナガセケンコーカップ第4回彩の国ふれあいハート＆ス
マイルソフトボール大会を平成27年11月29日（日）荒川
総合運動公園において開催しました。
　今大会は障がい者のチームと健常者のチームが対戦す
る形式を取り入れ、障がい者のチーム4チーム、ハイシニ
アチーム4チームの計8チームが参加しました。
　開会式には、さいたま市ソフトボール協会会長和田隆
雄様がご臨席くださりご挨拶をいただきました。その後
参加選手を代表してフレンドリー春日部の直井純人選手
が力強い選手宣誓を行いました。
　各試合とも激戦となり、多くの選手が素晴らしいプレ
ーで大会を盛り上げてくださいました。決勝はTYS（東京
都チーム）と上尾西部シニアの対決となり、TYSが勝利し
2年連続優勝を果たしました。また各試合の優秀選手の選
出を行い、試合の最後に各チームの監督から発表され閉
会式の際に表彰されました。

浦和学院高等学校野球部田村助監督の説明を
熱心に聞く参加者たち

優　勝　TYS（東京都チーム）
準優勝　上尾西部シニア
第 3 位　埼玉県

大 会 結 果

埼玉県のマスコット

コバトン　さいたまっち



平成２７年度　彩の国ふれあいピック球技大会

　平成27年度彩の国ふれあいピック球技大会（第28回県民総合体育大会兼第14
回埼玉県障害者スポーツ大会）のフットベースボール、バレーボール（精神障
がいの部）、バレーボール（知的障がいの部）を実施しました。
　今大会で選考された選手で結成される埼玉県チームは来年11月に開催される
「第16回全国障害者スポーツ大会希望郷いわて大会」の予選会である関東ブロ
ック地区予選会に出場し全国大会出場を目指します。
　
　各大会の結果は下記のとおりです。

関東ブロック突破に向けた戦いが始まる

フットベースボール

バレーボール（精神）

バレーボール（知的）女子

バレーボール（知的）男子

【フットベースボール】

＜日　程＞平成 27 年 11 月 22 日（日）　＜会　場＞妻沼運動公園緑の広場
＜参加数＞チャンピオンシップの部：3 チーム　　フレンドシップの部：10 チーム
＜結　果＞ チャンピオンシップの部

優　勝　ボンドガールズ
準優勝　まりちゃんず
第 3 位　深谷はばたき

フレンドシップの部
優勝　彩の国レッドキング優
準優勝　埼北スポーツクラブ A
第 3 位　はばたきドラゴン、本庄特別支援学校

【バレーボール（精神障がいの部）】

＜日　程＞平成 27 年 11 月 28 日（土）　＜会　場＞埼玉県立武道館主道場
＜参加数＞県域の部　9 チーム
＜結　果＞ 優　勝　パワーズ埼玉

準優勝　シリウス
第 3 位　 JSA

【バレーボール（知的障がいの部）】

＜日　程＞平成 27 年 11 月 29 日（日）　＜会　場＞上尾運動公園体育館
＜参加数＞男子の部 5 チーム、女子の部 3 チーム
＜結　果＞ 男子の部

優　勝　さいたま桜高等学園 B
準優勝　さいたま桜高等学園 A
第 3 位　 埼玉ドリームバレーボール

女子の部
優　勝　ドリーム A
準優勝　ドリーム B
第 3 位　草加かがやきレインボー

今後、12月にサッカー大会、2～3月にバスケットボール大会、3月にソフトボール大会を実施します。

競技名 日程 会場
彩の国ふれあいピックサッカー大会
チャンピオンシップの部

12月6日（日）、13日(日）
＊予備日　20日（日）

さいたま市荒川総合運動公園サッカー場

彩の国ふれあいピックサッカー大会
フレンドシップの部

12月23日（水祝） 埼玉スタジアム2002第3グラウンド・第4グラウンド

彩の国ふれあいピックバスケットボール大会
フレンドシップの部

平成28年2月28日（日） 熊谷スポーツ文化公園 彩の国くまがやドーム体育館

彩の国ふれあいピックバスケットボール大会
チャンピオンシップの部

平成28年
3月6日（日）、13日（日）

上尾運動公園体育館

彩の国ふれあいピックソフトボール大会
平成28年3月6日（日）
＊予備日　13日（日）

さいたま市荒川総合運動公園ソフトボール場

※写真は昨年度の大会の様子



　創業から47年
トロフィー・カ
ップ等徽章品・
記念品・啓発品
の販売をさせて
いただいており
ます。
　当店には小学
生のスポーツ少
年団の表彰から
高齢者のスポーツ大会の表彰まで幅広くご利用いただ
いております。
　表彰には好成績での受賞、好成績でなくても頑張っ
た人、全力を尽くした人、一番汗を流した人、勇気を
振り絞り行動した人など様々な場面で存在します。そ
れはスポーツに限らず企業や普段の生活シーンでも存
在するのではないでしょうか。賞を受ける方、賞を出
される方の気持ちを最大限に考え、微力ながらその表
彰のお手伝いできればと思います。

　2020年東京パラリンピックを目指し頑張っている選
手、またそんな大きな舞台でなくても頑張っている選
手、みなさんの頑張る姿で周りの方が笑顔になり、元
気をもらっている人がたくさんいるはずです。
　そんな頑張っている人、がんばる人を見守っている
方々を応援しています。

お問合わせ

〒埼玉県さいたま市浦和区仲町 2-17-9

TEL ： 048-822-9524

株式会社 メイコー・明高堂

株式会社　メイコー ・明高堂
がんばれ！埼玉 　ヤチヨは自動車部品およびHondaの軽自動車の生産

を行っており、企業理念の実践を通じて「社会からそ
の存在を認められ、期待される企業を目指す」ことを
目標に事業運営を行っています。そのひとつとして、
高齢化社会、福祉事業においてお役にたてることはな
いか考え、2012年からHonda福祉車両（自操車）の開
発から生産までを担っています。
　このような展開の中で、障がいのある方々に積極的
に活躍の場を広げていただき、「1秒でも速く」「風
をきって走る喜び」を多くの競技者の方々と共有し、
障がい者スポーツの発展に寄与したいという理念のも
と、ものづくりの会社ならではの高い技術力を駆使し
た陸上競技用車いすの研究および製造、販売に取り組
んでいます。

≪車いすアスリート　土田和歌子選手からのメッセージ≫

　私は障がいを持ち、リハビリの一環として始めたス
ポーツから競技の世界に引き込まれました。自分の可
能性を信じ、今できるチャレンジをすることで世界観
も広がっていきます。We can do it！皆さん、共に成
長していきましょう。

八千代工業株式会社

TEL　04－2955－1211

FAX　04－2955－1217

E-mail　

yachiyo_info@yachiyo-ind.co.jp

企業サイト　

http://www.yachiyo-ind.co.jp/

お問合わせ

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会　設立１０周年記念式典

これからの未来もともに
　平成27年1月10日（土）さいたま市文化センター小ホールに
おいて、ご来賓、受賞者の皆さま、正会員、一般参加者など約
250名をお迎えして、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
設立10周年記念講演・式典を挙行いたしました。
　記念講演は、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会強化部
部長、日本パラリンピック委員会事務局長の中森邦男様をお招
きし、「～東京パラリンピック・オリンピックを見据えて～『
これからの障がい者スポーツと地域での取り組み』」をテーマ
にお話いただきました。
　記念式典では、名誉会長上田清司埼玉県知事、塩浦綾子会長
が挨拶を述べた後、ご

   　賓の方々を代表して、埼
玉県議会議長代理として福祉保健医療委員会委員長　田村琢実様、埼玉県市
長会会長　久喜市長　田中暄二様よりご祝辞をいただきました。つづいて、
設立10周年記念表彰「名誉会長特別表彰」「特別功労賞」「功労賞」「彩の
国きらめき賞」として、述べ98団体・97名の皆さまへ表彰状の贈呈を行いま
した。
　最後に、彩の国埼玉と障がい者スポーツのさらなる飛躍を願い、ご出席者
の皆さまとともに「彩の国障がい者スポーツ未来宣言」を行い、重田博副会
長の閉会あいさつで式典を終了しました。

（写真右から）名誉会長上田清司埼玉県知事、塩浦綾子会長、
大久保春美副会長、重田博副会長、松本洋副会長

彩の国きらめき賞　
西田杏さん（水泳競技選手）


