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令和４年度彩の国ふれあいピック秋季大会

コース名 メイン種目 選択種目 会場

① 走・跳・投体験 陸上種目 グラウンド・ゴルフ 陸上競技場

② 打つ体験 グラウンド・ゴルフ 補助競技場

③投げる・蹴る体験フライングディスク ターゲットを狙え 多目的運動場

④ 対人型体験 ボッチャ スポーツいろいろ体験体育館

①②
雨天にて中止

③④
実施しました

【秋季大会実施コース一覧】

令和４年９月１８日（日）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
ドームで彩の国ふれあいピック秋季大会を３年ぶりに開催いたしました。
今年度の大会は新型コロナウイルス感染対策として【参加コース制】【各コース人数制限を設け

る】等、例年と運営方法を変更し規模を縮小した実施となりましたが、各コース参加定員に迫る人数
の申込みがあり２４１名の方から申込みがありました。
残念ながら大会当日は雨天となったため、屋内で実施するコースのみの実施となりましたが、参加

者の皆様は３年ぶりの大会に楽しく参加していました。
また、大会にご協賛いただきました「ハウスコム株式会社」様より、当日の運営や大会参加記念品

をご提供いただきました。

コバトン

さいたまっち



【陸上競技】会場：カンセキスタジアムとちぎ

【ボウリング】会場：足利スターレーン

栃木県で第２２回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大

会」が１０月２９日(土)から３１日(月)まで開催され、全国から多
くの選手・役員が栃木県内に集まり連日、各競技で熱戦が繰り広げ
られました。
今大会は、台風等の自然災害・新型コロナウイルス感染の感染拡

大の影響を受け４年ぶりの開催となりました。
埼玉県選手団は、選手７０名と役員５８名の計１２８名で参加し、

昨年の三重大会から正式競技となったボッチャ競技が初開催となり、
個人競技７競技（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、ボッチャ）に各選手が出場し、総数７８
個（都道府県、指定都市全６７選手団中 第５位）のメダルを獲得す
ることができました。
感染対策を講じての大会運営のため、大会参加前のＰＣＲ検査・

大会期間中の抗原検査を実施するとともに、体調管理シートの記録
等をおこなった上での参加となりました。入念なコロナ対策を実施
したことにより、大会派遣中の体調不良者もなく無事に帰ってくる
ことができました。
各競技の監督・コーチ等の役員の皆様、選手団派遣にご理解ご協

力いただきました皆様、大会開催の成功に向けてご尽力していただ
きました栃木県の大会関係者様のおかげで、安全に選手団派遣をお
こなうことができました。あらためて関係者の皆様に深くお礼申し
上げます。

【アーチェリー】
会場：那須烏山市緑地運動公園 多目的競技場

いちご一会 とちぎ大会
第２２回全国障害者スポーツ大会 夢を感動へ。感動を未来へ。



【水泳】会場：日環アリーナ栃木屋内水泳場

【卓球】会場：TKCイチゴアリーナ 【フライングディスク】
会場：栃木市総合運動公園陸上競技場

【ボッチャ】会場：三和住宅にしなすのスポーツプラザ

全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会に参加して
ボッチャ競技

選手 坂上 利明
ボッチャ競技として競技をするのが初めてとなった大会に参加出来嬉しい事であった。

当初ボッチャは前年の２０２１年三重大会より採用される競技であったがコロナ感染症の拡大に伴
い大会自体が中止となってしまい、今年が競技最初の年となった。コロナ禍での開催ということで、
出発前のPCR検査・抗原検査、滞在中の抗原検査と普段と違う環境下での大会であった。大会は３
グループに分かれての計画輸送であるので同じグループの方とは多少の交流が出来たが他の２グ
ループの方とは、すれ違いの挨拶程度になってしまったのは残念であった。こういう状況下では、
いたしかたないと思う。今後は他チームとの競技をしている方同志の交流が出来ればと思う。大会
運営のスタッフ全ての方に素晴らし大会を開催していただいて感謝申し上げます。並びに県スポー
ツ協会・県担当部署の皆様にも感謝申し上げます。有難うございました。今後の育成に役立ててい
きたいと思います。

★来年の全国障害者スポーツ大会は、鹿児島県で
令和５年１０月２８日（土）～１０月３０日（月）の日程で開催予定となっています。
令和５年度ふれあいピック春季大会は２月に募集を開始します。



令和４年度ふれあいピック球技大会

フットベースボール大会

１１月６日（日）熊谷市妻沼運動公園緑の広場で晴天の下
開催されました。
今年度はチャンピオンシップの部３チーム、フレンドシッ

プの部５チームが出場しました。
どちらの部門も白熱の接戦を繰り広げ、会場内にはチーム

メイトの応援の拍手が響き渡っておりました。また、エキシ
ビションマッチとして埼玉県選抜チームと特別支援学校の教
員による試合を行いました。双方闘志むき出しの戦いでした。

【大会結果】
〈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
３ 位 はばたきワイルドナイツ

〈フレンドシップの部〉
優 勝 行田フライヤーズ
準優勝 彩の国レッドキング
３ 位 はばたきライオンズ

バレーボール大会（精神障害の部）

バレーボール大会（知的障害の部）

【大会結果】（男子の部）
優 勝 埼玉ユニオンズ
準優勝 さいたま桜
３ 位 草加かがやき特別支援学校

（女子の部）
優 勝 埼玉ユニオンズ
準優勝 草加かがやき特別支援学校

１１月２７日（日）県立さいたま桜高等学園、
県立常盤高等学校体育館で大会が開催されました。
男子の部３チーム、女子の部４チーム（うちオー
プン参加２チーム）が参加しました。
どのチームも全員で必死にボールをつなぎ、コー
トの中で一丸となって闘う姿がありました。点数
が入ると共に喜び、お互いを高め合う声や監督か
らの鼓舞する温かい言葉が飛び交っておりました。

【大会結果】
優 勝 ＴＯＮＹ′Ｓ
準優勝 フェニックス
３ 位 シリウス

１１月２６日（土）県立武道館主道場で開催
されました。
新型コロナウイルス感染症拡大以降、大会を

実施できておりませんでしたが、３年ぶりに開
催することができ、５チームが参加されました。
初戦は全チーム動きが硬い部分がありましたが、
決勝戦・３位決定戦では、互いに譲らぬ好ゲー
ムを演じ、最終セットまでもつれる熱戦となり
ました。



第１５回大宮アルディージャ ORANGE! HAPPY!! SMILE CUP!!!

【大会結果】
優 勝 羽生ふじ高等学園
準優勝 入間わかくさ高等特別支援学校職業科

今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により参加チームの制限を設けての開催となりました。
県内各地か５チーム総勢約１２０名の選手・スタッフが参加し初戦から鎬を削る熱戦が繰り広げられまし
た。予選会を６月１２日（日）に秋葉の森総合公園
サッカー場で実施し、予選会を勝ち抜いた羽生ふじ
高等学園・入間わかくさ高等特別支援学校職業科と
の決勝戦を１０月５日（水）ＮＡＣＫ５スタジアム
大宮でＪ２リーグ第３３節・モンテディオ山形戦の
試合前に実施いたしました。決勝戦終了後、両チー
ムのキャプテンが、Ｊ２試合前のアトラクションと
して大宮アルディージャマスコットキャラクターの
アルディ君とＰＫ対決を行いました。
また、参加チームには大宮アルディージャ及び協

賛企業様より、記念品等をいただき選手役員一同笑
顔で大会を終えました。

令和４年度ふれあいボッチャ大会を昨年度と同
様にチーム制限及び入替制午前の部、午後の部
（午前：交流部門 午後：競技部門）で開催しま
した。

日程：令和４年１２月１０日（土）
会場：埼玉県立武道館 主道場
参加チーム：交流部門１２チーム

競技部門１２チーム

競技部門結果：１位 ＳＡＫＡＭＯＲＩ
２位 県立宮代特別支援学校Ａ
３位 ひまわり会Ａ

令和４年度ふれあいボッチャ大会

令和４年度指導者養成講習会・審判員養成講習会
埼玉県パラスポーツ大会（彩の国ふれあいピック）及び全国障害者スポーツ大会の競技や種目の指導

者、審判員、協力者の人材を養成することを目的とし、今年度は、フライングディスク競技・車いすバ
スケットボール競技の講習会を下記のとおり実施しました。
【車いすバスケットボール審判員養成研修会】
日程：令和４年９月１９日（月祝）９：３０〜１２：００
会場：埼玉県障害者交流センター
参加人数：２１名

【フライングディスク指導者講習会】
日程：①令和４年 ９月１７日（土）１３：００～１７：００

②令和４年１０月 ８日（土）１３：００～１７：００
③令和４年１１月１２日（土）１３：００～１６：３０

会場：①～②埼玉県障害者交流センター
③花園農業者トレーニングセンター

参加人数：①６名 ②１１名 ③２１名



令和４年度埼玉パラドリームアスリート特別強化指定選手認定式

埼玉県にゆかりのあるトップレベルの選手を埼玉パラドリームアスリート特別強化指定選手として
認定しアスリートを支援しています。
令和４年６月３日埼玉県障害者交流センターにて埼玉パラドリームアスリート認定式が開催されま

した。当日は５名の選手が認定式に出席され、埼玉県大野 元裕 知事より認定証を授与されました。
当日は知事のほかに埼玉県県議会議長中屋敷 真一 様、埼玉県障害者スポーツ協会重田 博 副会長が
出席され、アスリートを激励されました。埼玉パラドリームアスリート特別強化指定選手代表として、
アルペンスキー 原田 紀香 選手が決意表明を行いました。
今年度は２４名の方が選出されました。
埼玉パラドリームアスリート特別強化指定選手の皆様の活躍を期待しております。

陸上競技 村岡 桃佳

陸上競技 小久保 寛太

陸上競技 酒井 園実

水泳 西田 杏

水泳 松永 琴寧

ボッチャ 高橋 和樹

ボッチャ 井上 満里奈

ボッチャ 峠田 佑志郎

ゴールボール 山口 凌河

シッティングバレーボール 波田 みか

卓球 櫨山 七菜子

パラアルペンスキー 原田 紀香

車いすバスケットボール 土田 真由美

車いすバスケットボール 古矢 千尋

車いすバスケットボール 朏 秀雄

車いすラグビー 岸 光太郎

車いすラグビー 倉橋 香衣

車いすラグビー 中町 俊耶

車いすラグビー 乗松 隆由

車いすテニス 眞田 卓

車いすテニス 田中 愛美

車いすテニス 三木 拓也

車いすテニス 髙室 冴綺

車いすテニス 髙室 侑舞

埼玉県障害者スポーツ協会では、障がい者のスポーツ活動の普及・啓発を図るために、無料でスポーツ
用具（ボッチャ・フライングディスク・フロアカーリング等）の貸出を行っております。地域での活動に
ご活用ください。
※なお、主催事業等で一部期間は貸出ができない場合がありますのでご了承ください。

【貸出対象】
・埼玉県内の障がいのある人が所属する団体
・障がい者スポーツに関する活動（体験会、イベントなど）を実施する
埼玉県内関係団体（福祉施設、行政、教育関係機関、スポーツ団体等）

・埼玉県障害者スポーツ協会 団体賛助会員
【貸出期間】

原則、１週間以内（貸出・返却日を含む）

埼玉パラドリームアスリート特別強化指定選手（２４名）（敬称略）

【貸出用具一覧、申込手続き】
詳細は、HPの概要資料をご確認ください。

スポーツ用具の貸出



令和５年１月～３月予定一覧

＊令和５年度ふれあいピック春季大会は２月に募集を開始します。

ご寄付を頂きました

・公益社団法人 生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会
埼玉県協会（ＪＡＩＦＡ） 様

日付 団体名 競技 講師

１ １１月１０日埼玉県立羽生高等学校 陸上競技 手塚 圭太

２ １１月１２日文京学院大学 ボート 八尾 陽夏

３ １１月１７日日本工業大学 ５人制サッカー 加藤 健人

４ １１月２９日埼玉県立深谷高等学校 陸上競技 小久保 寛太 樋口 進太郎

５ １１月３０日埼玉県立三郷高等学校 ゴールボール
埼玉ゴールボールクラブ
栗原 梢 江黑 直樹

６ １２月１６日埼玉県立所沢高等学校 車いすバスケットボール 藤澤 潔(株式会社コロプラ）

（敬称略）

ご寄付を頂きました

皆様の温かいご支援に感謝いたします。

・一般社団法人 生命保険協会 埼玉県協会 様

ＪＡＩＦＡ 様
１１月３０日武蔵浦和サウスピアにて
贈呈式を行いました。

パラスポーツの普及、
障がい者への理解を促
進することを目的に、
埼玉ゆかりのパラアス
リートが講師となり体
験型講演会（講話・実
演・体験等）を実施し、
講師の皆さまには競技
活動を通してのご経験
を中心にお話しいただ
きました。

事業名 日程 会場 対象

令和４年度埼玉パラドリームアスリート
スポーツ医科学講習会

令和５年 １月２９日 日 埼玉県障害者交流センター 埼玉パラドリームアス
リート事業選手・指導
者・競技団体関係者等２月１９日 日 岩槻駅東口コミュニティーセンター多目的ルーム

大久保春美記念第１５回彩の国
ハート＆スマイル四面卓球バレー大会

令和５年 ２月１２日 日 埼玉県総合リハビリテーションセンター体育館
障がいのある方と

関係者

令和４年度ふれあいピック
バスケットボール大会

令和５年 ２月２５日 土 彩の国くまがやドーム体育館

知的障がい者２月２６日 日 彩の国くまがやドーム体育館

３月１２日 日 彩の国くまがやドーム体育館

令和４年度ふれあいピック
ソフトボール大会

令和５年 ３月１２日 日 さいたま市荒川総合運動公園 ソフトボール場

知的障がい者
(予備日） ３月１９日 日 さいたま市荒川総合運動公園 ソフトボール場

令和４年度埼玉ゆかりのパラアスリートによる体験型講演会



～賛助会員募集～

賛助会員紹介（令和４年１２月現在）

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ
協会は、皆様の会費によって運営され
ています。
障がい者のスポーツ活動の充実及び

普及を図るために多くの皆様のご理解
とご協力を必要としています。

*ご協力いただける場合は賛助会員参加申込書をお送りいたします。下記連絡先までご連絡ください。

皆様のご支援をお待ちしております

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
〒330-8522 埼玉県さいたま市浦和区大原3-10-1 埼玉県障害者交流センター内
TEL 048-822-1120 FAX 048-822-1121   
E-mail  2004＠sainokuni-sasa.or.jp           Facebook   fb.com/sainokunisasa

障がい者スポーツに対して温かいご支援ありがとうございます
☆賛助会員一覧

青木信用金庫 安住環境整美 株式会社 生駒硝子 株式会社
株式会社

ウィズウェイストジャパン
株式会社

エフエムナックファイブ
川口信用金庫

関東自動車 株式会社 共栄企画 株式会社 クラブＩＬＯ
株式会社

グリーン企画社
株式会社 コア 株式会社 サイオー

株式会社 サイサン
社会福祉法人

埼玉県身体障害者福祉協会
埼玉縣信用金庫

一般社団法人
埼玉県知的障害児者
生活サポート協会

埼玉県発達障害福祉協会 一般財団法人
埼玉新聞社会福祉事業団

株式会社 埼玉スポーツ 埼玉田中電気 株式会社
株式会社

埼玉りそな銀行
斎藤工業 株式会社 彩の国SPグループ サイボー 株式会社

株式会社 島村工業
首都圏環境サービス

株式会社

株式会社
スータブル・

ソリューションズ

公益社団法人 生命保険
ファイナンシャルアドバ
イザー協会 埼玉県協会

秩父鉄道 株式会社 T.T彩たま 株式会社

株式会社 デイズ 株式会社 デサン 株式会社 テレビ埼玉 株式会社 トイント
東京メールサービス

株式会社
トーシンパートナーズ
ホールディングス

有限会社 とらや 永山建設 株式会社 株式会社 名取製作所 日清建設 株式会社 株式会社 ニューオタニ 野崎興業 株式会社

ハウスコム 株式会社
株式会社
ピックルス

コーポレーション
毎日興業 株式会社

前田印刷 株式会社
筑波支店

前田食品 株式会社
株式会社

丸正サンキョー

マレリ 株式会社 株式会社 武蔵 株式会社 武蔵野銀行 八千代工業 株式会社
山三電機 株式会社

埼玉支店
株式会社

ヨコハマタイヤジャパン

株式会社
ヨコハマタイヤセンター

関東
りそな保証 株式会社 他１１社

【会員会費】
個人：１口 1,000円 団体：1口 5,000円

【会費振込口座】
名義：一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
①武蔵野銀行 大宮支店

普通口座 １０４７６１５
②郵便局
振替口座 ００１９０－６－５５９６３６

（順不同・敬省略）
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