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秋晴れの下、彩の国ふれあいピック秋季大会開催

10月12日～14日に茨城県で第19回全国障
害者スポーツ大会いきいき茨城ゆめ大会を行
われる予定でしたが、台風19号の影響で大会
が残念ながら中止となりました。
埼玉県選手団は、選手選考も兼ねた彩の国ふ
れあいピック春季大会で選ばれた個人競技参
加の102名と、団体競技では関東ブロック地
区予選会を突破した精神バレーボールチーム
を含め選手・役員143名を派遣予定でしたが
会場入りする車内で中止が決定したため、茨
城県で1泊し帰県しました。残念な思いもあ
りますが、練習を通じてたくさんの絆が生ま
れました。

鹿児島県大会で会いましょう！

10月27日（日）熊谷スポーツ文化公園内の彩
の国くまがやドーム、陸上競技場、補助陸上競
技場を使用し開催いたしました。当日は晴天に
恵まれて、選手800名、付添・応援600名計1400
名以上の方がご来場されました。

コバトン、さいたまっち、熊谷市のにゃおざ
ねも応援にかけつけてくれました！

自立工房山叶本舗による圧巻の秩父屋台囃
子の演奏から開幕し、埼玉県障害者スポーツ
協会塩浦綾子会長が開会宣言を行い、大野元
裕埼玉県知事より主催者挨拶がありました。
越谷市代表の元気な選手宣誓で秋季大会がス
タートしました。

当日は神尾髙善県議会議長、富岡熊谷市長
をはじめ、賛助会員、関係団体の皆様がご来
場くださいました。
また多くのスタッフ、ボランティア、協賛ス
ポンサーの皆様のご協力に感謝いたします。

（結団式）

（開会の辞を述べる大野知事） （開会宣言を告げる塩浦会長）

（自立工房山叶本舗による演奏） （越谷市代表による選手宣誓）
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選手・役員の皆様、大会を準備してくださった茨城県の皆様、応援してくださった皆様
ありがとうございました。被害に遭われた方々には心よりお見舞い申し上げます。

（強化練習会にて）



ふれあいピック秋季大会
競技種目

競技のほかにも、埼玉県理学療法
士会による体力測定ブース、企業等
による展示・体験コーナー、ふれあ
い広場では、15か所の作業所や特別
支援学校の皆さんが焼き菓子やパン
などを販売しました。どの店舗も行
列ができ大盛況でした。また、特別
支援学校の先生方で結成された、ア
フターファイブによるランチタイム
コンサートは背中を押してくれる応
援ソングやノリの良い曲がたくさん
あり、とても盛り上がりました。

今大会を通じたくさんの選手の輝
く姿を見ることができました。

SPORTS FOR EVERYONE

★陸上競技
チャレンジ５０ｍ、１００ｍ、スラローム、ビーンバック投げ、
立ち幅跳び、 ジャベリックスロー、１００ｍ×４リレー

★フライングディスク
ガッツフリスビー５対５、ディスゲッター9、
ホールインワンに挑戦、ディスクいろいろ体験

★ダンス

★玉入れ

★タ―ゲットを狙え
投げる・転がす・蹴る

★スポーツウエルネス吹矢体験

★ボッチャ

★四面卓球バレー

★スポーツいろいろ体験
スカットボール・フロアーカーリング

★グラウンド・ゴルフ
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（陸上競技） （フライングディスク）

（ターゲットを狙え（転がす） （ボッチャ）

（ターゲットを狙え（蹴る） （ターゲットを狙え（投げる）

（グラウンド・ゴルフ） （スポーツいろいろ体験）

（四面卓球バレー） （ダンス） （玉入れ） （スポーツウエルネス吹矢）



チャンピオンシップの部
優勝 チーム桜

フレンドシップの部（リーグ表彰）
Aリーグ FCアドバンス

Bリーグ 入間わかくさ高等特別支援学校

Cリーグ 和光南特別支援学校

Dリーグ 行田フライヤーズ

努力の結晶ここに集まる 彩の国ふれあいピック球技大会

フットベースボール大会
１１月１０日（日）
妻沼運動公園 緑の広場

バレーボール大会（知的障害の部）

１１月２４日（日）上尾運動公園 体育館

優勝 男子の部 さいたま桜A
女子の部 埼玉ドリーム

サッカー大会

１２月 １日（日）入間わかくさ
高等特別支援学校 校庭

１２月 ８日（日）深谷はばたき
特別支援学校 校庭

埼玉県立大学 グラウンド
１２月２２日（日）秋葉の森総合運動公園

バスケットボール大会

２月２３日（日）彩の国くまがやドーム 体育館 (予定)

３月 １日（日）上尾運動公園 体育館 (予定)

３月 ７日（土）上尾運動公園 体育館 (予定)

バレーボール大会（精神障害の部）

１１月９日（土） 県立武道館 主道場

優勝 JSA

残念ながら、新型コロナウィルス感染症感染拡大を鑑み大会
を中止いたしました。また、来年お会いしましょう！

ソフトボール大会

３月８日（日）上尾かしの木特別支援学校 (予定)

チャンピオンシップの部
優勝 ボンドガールズ

フレンドシップの部
優勝 行田フライヤーズ

彩の国ふれあいピック球技大会は、第32回県民総合スポーツ大会兼第18回埼玉県障害者スポーツ大会として
翌年度の関東ブロック地区予選会出場を目指す選手選考を兼ねた大会です。
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ふれあい野球教室

１１月１７日（日）県営大宮公園
球場にて浦和学院高校野球部を講
師に招き開催しました
投げる・捕る・打つを丁寧に教え
てもらいました。

ふれあいボッチャ大会

１２月１４日(土）県立武道館に
て開催しました
白熱した戦いとなり優勝チーム
にはメダルが授与されました

大久保春美記念
四面卓球バレー

２月２日に四面卓球バレー発祥
の県総合リハビリテーションセ
ンターにて開催しました。参加
チームも１９チームに増え多く
の方々に楽しんでいただきまし
た。

親子水泳教室

1 2 3

4 5
大久保春美記念

第１０回ふれあい登山 ６

浦和レッズ
ハートフルカップ

Orange!Happy!!SmileCup!!!

7 8ふれあい
ティーボール大会

競技団体指導者・審判員養成事業

埼玉県障がい者スポーツ普及・発展のために指導者、
審判員、協力者の新たな人材を養成することを目的
としています。

サウンドテーブルテニス（STT)競技審判員・協力者養成講習会
９月２２日（日） 埼玉県障害者交流センター ホール
受講者：１７名

フライングディスクサポーター講習会
１１月４日(祝月） 埼玉県障害者交流センター 研修
室・グラウンド
受講者：３１名

水泳指導方法および障害区分講習会～肢体不自由編～
１２月８日（日） 草加市民温水プール
受講者：１５名

さいたま市障害者スポーツ
レクリエーション教室

9

10 ふれあいレクリエーション
秩父FUNピック

１２月７日（土）秩父特別支援学校の体育館
にて開催された秩父FUNピックに応援協力致しま
した。秩父地域在住の障がい者・高齢者を対象
に、当日はボッチャ、卓球バレー、フロアー
カーリング、スポーツウエルネス吹き矢など7種
類の体験ができ、１３０名以上のご参加があり
ました。
最後にみんなで行ったバケツでポンはとても盛
り上がりました。

秩父FUNピックを通じて様々な方と交流が生
まれ、たくさんの笑顔が溢れておりました。

２０１９年度のご報告

（大宮アルディージャカップ）

11



2019年度埼玉パラドリームアスリート事業

２０１９年度のご報告

スポーツ医科学講習会

12月22日(日)彩の国すこやかプラザ
【女性アスリート講習会】

講師：上智大学文学部 保健体育研修室講師
中村 有紀

【アスリートと睡眠】
講師：埼玉県スポーツ協会 メンタル指導担当

すなおクリニック 医院長 内田 直

1月13日(日)彩の国すこやかプラザ
【アスリートの栄養・食事】

講師：女子栄養大学 教授
上西 一弘

【アスリートのメンタルトレーニング①】
講師：慶應義塾大学 体育研究所・専任講師

永田 直也

1月18日(日) 彩の国すこやかプラザ
【アスリートのコンディショニング①】

講師：埼玉県理学療法士会 国際スポーツ競技対策委員会
倉澤 哲

（伊奈病院、障がい者スポーツトレーナー、JPC公認国内クラシファイヤー）

2月1日(土) 埼玉県障害者交流センター
【アスリートのメンタルトレーニング②】

講師：慶應義塾大学 体育研究所・専任講師
永田 直也

【アスリートのコンディショニング②】
講師：埼玉県理学療法士会 国際スポーツ競技対策委員会

浦川 宰
（埼玉医科大学病院、障がい者スポーツトレーナー）

【アンチ・ドーピング】
講師：埼玉県薬剤師会

スポーツファーマシスト森田 元

たくさんの方に受講いただきました
講師の皆様ありがとうございました

講習会・体験会

【埼玉パラドリームアスリートによる体験型講演会】

【地域コーディネート事業】
県内市町村、特別支援学校・特別支援学級、社会福祉施設等の多様な主体と連携しながら、障が

いのある人が身近な地域でスポーツに親しみ、今後の継続的なポーツ参加に繋がるきっかけづくり
とし、地域における障がい者スポーツの普及、振興を図ることを目的として実施しています。

そのほか
14か所で実施

パラアスリートによる講演会を実施することで、パラリンピックに向けた機運を醸成すると
ともに障害者への理解を促進することを目的としています。

（敬称略）

（敬称略）

（敬称略）

9月15日 埼玉県立大学 車いすバスケットボール 大舘 秀雄　埼玉ライオンズ

9月24日 埼玉県立八潮高等学校 ゴールボール 埼玉ゴールボールクラブ

11月7日 埼玉県立狭山清陵高等学校 車いすバスケットボール 小田島　理恵

12月20日 埼玉県立坂戸高等学校 陸上競技 手塚　圭太

1月9日 目白大学 車いすラグビー 岸　光太郎

3月18日 埼玉県立大宮東高等学校 シッティングバレーボール 残念ながら中止となりました

4月27日 富士見市 障害者スポーツイベント 四面卓球バレー教室

9月12日 鶴ヶ島市 福祉学習（障害者スポーツ） 車いすバスケットボール(埼玉ライオンズ）

9月14日 埼玉県社会福祉協議会 オータムフェスタ ボッチャ

9月17日 秩父身体障害者福祉会 秩父障害者・高齢者スポーツ大会 フライングディスク

9月21日 埼玉純真女子短期大学 子ども大学はにゅう ゴールボール

10月6日 横瀬町 横瀬町民体育祭 ボッチャ

11月12日 八潮市社会福祉協議会 四面卓球バレー教室 四面卓球バレー

12月10日 明治安田生命
明治安田生命保険相互会社　大宮

支社　体験型社内向けセミナー
ボッチャ

2月20日 熊谷市立江南中学校 講演会 車いすバスケットボール　川上 理恵



2月5日（水）浦和パインズホテルにて新年懇談会を
実施しました。
日ごろから障がい者のスポーツ活動にご支援いただいている賛
助会員をお迎えし感謝の意をお伝えいたしました。

また、 9月1日より当協会の名誉会長が上田清司参議院議員
(前知事)から大野元裕埼玉県知事にバトンが渡りました。15年
間名誉会長を務められた上田前名誉会長に感謝状と記念品を贈
りました。また新名誉会長大野知事から障がい者スポーツの更
なる発展に尽力するとの強い決意をいただきました。賛助会員
の皆様の温かいご支援、正会員、協力団体の皆様の障がい者支
援、障がい者スポーツに対する熱い思いが溢れ、盛大に開催す
ることができました。ご参加いただきました皆様ありがとうご
ざいました。今後とも当協会をよろしくお願いいたします。

令和元年度生涯スポーツ功労者及び
生涯スポーツ優良団体表彰

「功労者」
♦福田 孝一

(埼玉県障害者アーチェリー協会）

「優良団体」
♦埼玉県障害者フライングディスク協会

令和元年度埼玉県スポーツ協会表彰

「功労賞」
♦五十嵐 力 （埼玉県障害者フライングディスク協会）

「功労章」
♦一般社団法人埼玉県水泳連盟

ありがとうございました

受賞者一覧
【陸上競技】

♦金子 遼 ♦上條 裕貴 ♦小久保 寛太 ♦小林 慶哉 ♦酒井 園実 ♦高瀬 大輝
♦手塚 圭太 ♦古屋 杏樹 ♦松本 光代 ♦村岡 桃佳 ♦森田 和裕 ♦渡邉 海登

【卓球】 【水泳】

♦金子 和也 ♦武田 宣久 ♦佐藤 幸広 ♦小池 さくら ♦西田 杏

【アーチェリー】 【ボッチャ】 【車いすバスケットボール】

♦平澤 奈古 ♦高橋 和樹 ♦埼玉ライオンズ

受
賞
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

感

謝

（敬称略）

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
特別功労章・功労章

2019年度受賞者一覧
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大宮アルディージャビジネスクラブ様よ
りボッチャ競技セットを
豪友会様（ゴルフ同好会）よりご寄付をいた
だきました。

新
年
懇
談
会

新年懇談会

★新記録樹立しました★

【陸上】男子マラソンT20 金子 遼

【陸上】女子800mT13           松本 光代
【陸上】女子800mT20           古屋 杏樹
【水泳】 100mバタフライS7   西田 杏
【水泳】 200m自由形S7          小池 さくら

800m自由形S７

【陸上】 女子1500mT13           松本 光代
【陸上】 女子1500mT20           古屋 杏樹
【陸上】 女子100ｍT54            村岡 桃佳
【陸上】 女子走幅跳T20 酒井 園実
【陸上】 男子3000ｍSCT20      上條 裕貴
【水泳】 50ｍバタフライS7      西田 杏

50ｍ自由形S7 

世界新記録

日本新記録

アジア新記録

各種目・クラス別に記録を掲載しています(2020.3月現在）

INAS 男子10000ｍT20 優勝 森田 和裕



賛助会員募集

賛助会員紹介

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ので、
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

♢個人会員 73名

青木信用金庫

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

株式会社　央浦印刷社

金子物産　株式会社

マレリ　株式会社

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　サイサン

埼玉県知的障害児者生活サポート協会

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

生命保険協会埼玉県協会

埼玉県発達障害福祉協会

さいたま商工会議所

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

埼玉トヨペット　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　シカクラ

株式会社　島村工業

株式会社　昭和工業

株式会社　新研設備工業

株式会社　スータブル・ソリューションズ

株式会社　住田光学ガラス

株式会社　タナベ建設

株式会社　秩父開発機構

秩父鉄道　株式会社

株式会社　デサン

Ｔ.Ｔ彩たま（株）

株式会社　テレビ埼玉

東彩ガス　株式会社

東神システム　株式会社

株式会社　トーシンパートナーズ

有限会社　とらや

永山建設　株式会社

株式会社　名取製作所

株式会社　ニューオタニ

ネッツトヨタ東埼玉　株式会社

株式会社　ピックルスコーポレーション

北辰図書　株式会社

毎日興業　株式会社

前澤工業　株式会社

前田印刷　株式会社　筑波支店

ムサシノ機器　株式会社

株式会社　武蔵野銀行

株式会社　明高堂

株式会社　八木橋

八千代工業　株式会社

山三電機　株式会社

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

株式会社　リサイクルアシスト

りそな保証　株式会社

株式会社　橋本昭司記念駐車場

東京メールサービス　株式会社

♢大会協力企業

株式会社 ジェイアイシー （ふれあいピック春季大会協賛）

ハウスコム 株式会社 （ふれあいピック秋季大会協賛）

アビリティーズ・ケアネット 株式会社（昇降機貸与）

♢2019年度賛助会員一覧

【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

皆さまのご支援で当協会事業
を支えております
2019年度も多くののご支援
ありがとうございました

KOBATON SAITAMATCH

(順不同)


