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令和２年度事業報告（１１月～３月）

令和２年度彩の国ふれあいピックフットベースボール大会

令和2年度彩の国ふれあいピックフットベースボール大会を開催しました。
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。
なお、今大会で選考された選手で結成した埼玉県代表チームは10月に開催される
「第21回全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会」に出場し全国大会優勝を
目指します。

日程：令和2年11月1日（日）
会場：妻沼運動公園 緑の広場
結果：チャンピオンシップの部：1位まりちゃんず、2位ボンドガールズ、3位深谷はばたき

フレンドシップの部：1位彩の国レッドキング、2位ルーキーズB、3位ルーキーズA

大久保春美記念第１０回ふれあい登山

当初4月5日（日）に予定していましたが、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため春から秋に、コースも短くして実施しました。
参加人数が少なくなるのではと心配しましたが、例年と変わらない参加者で

楽しい1日となりました。またコースは、なるべく密にならないよう配慮し、昼
食時間・写真撮影なども制限しましたが参加された皆さんからは、ぜひまた参加
したいとの声があり一安心でした。
日本山岳会埼玉支部の皆様、また当日差し入れをいただいた障がい者施設の方

に感謝し報告とします。

日程：令和2年11月8日（日）
場所：飯能近郊・龍崖山

ORANGE! HAPPY!! SMILE CUP!!!
(埼玉県知的障がい者サッカー大会) 激励品贈呈式

大宮アルディージャと共催にて実施している「ORANGE! HAPPY!!
SMILE CUP!!!」ですが、第13回目は新型コロナウイルス感染症の影響に
より大会が中止となりました。
しかし、サッカーに励んでいる選手たちの力になりたいとの思いから、

大宮アルディージャより大山啓輔選手の激励メッセージを収録したDVD
や、大会に協賛いただいている株式会社NTTドコモ様、明治安田生命保
険相互会社大宮支社様より、サッカーボールやミニサッカーゴール等を
贈呈いただきました。いただいた激励品は、各チーム日頃の練習等にて
使用し練習に励んでおります。

日時：令和2年12月17日(木)
会場：埼玉県障害者交流センター
対象チーム：過去大会への出場

実績がある27チーム

写真：大宮アルディージャ提供



令和２年度彩の国ふれあいピックサッカー大会

令和2年度彩の国ふれあいピックサッカー大会を開催し、チャンピオンシップの
部に10チーム、フレンドシップの部に14チーム出場しました。
久しぶりの大会に参加した選手は、一生懸命にフェアプレーで励んでおりました。

日程：令和2年12月6日（日）13日（日）19日（土）
会場：熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場・補助競技場、堀崎公園 サッカー場
結果：チャンピオンシップの部

1位チーム桜、2位FC埼玉、3位FCパラダイス
フレンドシップの部
1位：Aリーグ和光南特別支援学校、BリーグFCアドバンス、Cリーグ三郷FC

Dリーグ入間わかくさ高等特別支援学校

さいたまシティ ONLINE マラソンチャリティ贈呈式

新型コロナウィルスの感染拡大により、各種大会の延期や中止などスポーツを
取り巻く環境も大きく変化する中、スポーツの力でさいたまを元気にする目的や
スポーツの機会提供のために、さいたまシティONLINEマラソンが計画・実施され
ました。単なるランニングイベントではなく、新型コロナウィルス感染症対策に
ご尽力されている医療従事者の日本赤十字社埼玉県支部様と、障害の有無にかか
わらずスポーツを楽しめる社会の実現に向け活動している当協会に、チャリティ
として参加者からいただいたエントリー料や希望者にオプションで購入していた
だいた記念Ｔシャツ等の売上の一部を、贈呈いただきました。

日程：令和3年3月16日（火）
場所：さいたま市役所 市長室

令和２年度第２回理事会

令和2年12月4日（金）第2回理事会を開催。出席者14名。
全ての議案について全会一致で承認された。議案は以下のとおり。

議案第7号役員の選任について
議案第8号令和2年度収支中間報告について
議案第9号契約職員の就業規則（案）について
議案第10号賛助会員の承認について

報告事項で、①公益法人化に向けた取組について②実施済・予定
事業報告③意見交換会等について事務局から報告し、役員から公
益法人化に向けた取組について質問があり意見交換をおこなった。

令和３年度第１回理事会

令和3年6月4日（金）第1回理事会を開催。出席者18名。
全ての議案について全会一致で承認された。議案は以下のとおり。

議案第1号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会役員の
選任について

議案第2号令和2年度事業報告について
議案第3号令和2年度収支決算について
議案第4号令和3年度事業計画（案）について
議案第5号令和3年度収支予算（案）について
議案第6号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

会員入会承認について
議案第7号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

事務局職員就業規則について

令和３年度定期総会

令和3年6月18日（金）令和3年度定期総会を開催。
正会員20団体のうち16団体が出席した。
全ての議案について全会一致で承認された。
議案は以下のとおり。

議案第1号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会
役員の選任について

議案第2号令和2年度事業報告について
議案第3号令和2年度収支決算について
議案第4号令和3年度事業計画（案）について
議案第5号令和3年度収支予算（案）について
議案第6号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ

協会会員入会承認について
議案第7号一般社団法人埼玉県障害者スポーツ

協会事務局職員就業規則について

報告事項：令和2年度被表彰者を報告、また東京2020
パラ選手の報告をおこなった。



大 会 名 日 程 会 場 対象者（障がい）

ふれあいピック秋季大会 9月26日 日
熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場、補助陸上競技場、くまがやドームほか

身体・知的・精神障がい
申込終了
※今年度は申込者以外の
参加は出来ませんのでご
注意ください

ORANGE! HAPPY!! SMILE CUP!!!
（大宮アルディージャ）

10月10日 日 上尾かしの木特別支援学校

知的

10月30日 土 NACK5スタジアム大宮

第21回全国障害者スポーツ大会
（三重とこわか大会）

10月23日 土

三重県

選手団派遣期間 10月21日(木)～26日(火)
埼玉県代表選手、役員～

10月25日 月

ふれあい登山 11月3日 水祝 日和田山～物見山
山道の登り降りが可能な
障がい者及びその家族

ふれあいピック球技大会
フットベースボール大会

10月31日 日

妻沼運動公園 緑の広場 知的障がい

予備日11月14日 日

ふれあいピック球技大会
バレーボール大会（精神）

11月20日 土 埼玉県立武道館主道場 精神障がい

ふれあいピック球技大会
バレーボール大会（知的）

11月28日 日 上尾運動公園 体育館 知的障がい

ふれあいピック球技大会
サッカー大会

12月5日 日 さいたま市荒川総合運動公園 サッカー場

知的障がい

12月12日 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場

12月18日 土 堀崎公園グラウンド

12月19日 日 堀崎公園グラウンド

彩の国ふれあいボッチャ大会 12月11日 土 埼玉県立武道館主道場 身体・知的・精神障がい

彩の国ハート＆スマイル
四面卓球バレー大会

2022年2月6日 日 埼玉県総合リハビリテーションセンター（予定）
身体・知的・精神障がい
及び障がいのない者

ふれあいピック球技大会
バスケットボール大会

2022年2月20日 日 浦和駒場体育館

知的障がい2月26日 土 彩の国くまがやドーム体育館

2月27日 日 彩の国くまがやドーム体育館

ふれあいピック球技大会
ソフトボール大会

2022年3月6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

予備日3月13日 日 さいたま市荒川総合運動公園 野球場

令和３年９月～令和４年３月
大会・イベントスケジュール

☆新型コロナウイルス感染症の関係で
変更になる場合があります。



令和３年度彩の国ふれあいピック春季大会

令和3年度彩の国ふれあいピック春季大会は、新型コロナウイルス感染症対策として全国障害者スポーツ大会
への出場を希望する選手に制限し、無観客や競技時間を工夫し実施しました。
4月25日、新競技のボッチャを含め5月9日までの4競技は実施できましたが、5月16日以降に予定していた4競技

は中止となりました。
春季大会の開催は、当協会加盟の各障がい者競技団体の他、埼玉県スポーツ協会加盟の各競技団体、埼玉県障

がい者スポーツ指導者協議会、埼玉県特別支援学校体育連盟をはじめ、多くの関係の方々のご協力に支えられて
います。ご協力いただきました皆様、大会の開催に向けてご準備いただきました皆様に深く感謝いたします。
本大会で選考された埼玉県代表選手は、10月23日（土）から 25日（月）の 3日間、三重県において開催され

る第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」に出場いたします。
ご支援ご声援をよろしくお願いします。

第２１回全国障害者スポーツ大会サッカー競技関東ブロック地区予選会

第21回全国障害者スポーツ大会サッカー競技関東ブロック地区予選会を埼玉県で開催、全国大会（三重大会）
への出場を目指した8チームによる熱戦が繰り広げられました。
埼玉県チームは、初戦に千葉県と対戦し0対0で前後半を終え、PK戦の末5-6で惜しくも敗退となりました。

日程：令和3年4月24日（土）～25日（日）
会場：埼玉県サッカー協会フットボールセンター（加須市）
結果：1位 東京都、2位 横浜市、3位 栃木県、4位 千葉県

競技 日程 会場 申込人数 開催有無

ボッチャ 4月25日（日） 埼玉県立武道館主道場 9 開催

アーチェリー 5月2日（日） はらっパーク宮代 4 開催

ＳＴＴ 5月9日（日） 埼玉県障害者交流センター 16 開催

ボウリング 5月9日（日） ウニクスボウル南古谷店 36 開催

陸上競技 5月23日（日）
熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場

186 中止

フライングディスク 5月23日（日）
彩の国くまがやドーム
多目的運動場

85 中止

水泳
5月16日（日）
→延期6月12日（土）

埼玉県障害者交流センター 59 中止

卓球
5月16日（日）
→延期6月19日（土）

彩の国くまがやドーム体育館
→埼玉県障害者交流センター

44 中止

全国障害者スポーツ大会 団体出場チーム

・ソフトボール
東京都

・バレーボール（知的）
男子：東京都
女子：東京都

・バレーボール（精神）
神奈川県

・バレーボール（聴覚）
男子：栃木県
女子：東京都

・サッカー
東京都

・バスケットボール
男子：栃木県
女子：東京都

・車いすバスケットボール
さいたま市

・フットベースボール
埼玉県

・グランドソフトボール
群馬県



埼玉県スポーツ賞
（公益財団法人埼玉県スポーツ協会）

功労賞（競技団体・学校体育団体等）
井上 晴夫（埼玉県障害者サッカー協会会長）

優秀選手賞（全国大会優勝者）
酒井 園実（株式会社 アイエスエフネット）

日本パラ陸上競技選手権大会 走幅跳Ｔ20（記録：4m90cm 第1位）

古屋 杏樹（特定非営利活動法人 大地の郷）
日本パラ陸上競技選手権大会 1500ｍＴ20（記録：4分36秒56 第1位）

※アジア・日本新記録
村岡 桃佳（トヨタ自動車株式会社）

日本パラ陸上競技選手権大会 100ｍＴ54（記録：16秒67 第1位）
※日本新記録

優秀選手賞（全国大会準優勝者）
櫨山 七菜子（株式会社マルイキットセンター）

ジャパン・チャンピオンシップ卓球大会 女子シングルス

優秀選手賞（全国大会3位入賞者）
小林 慶哉（株式会社 エム・エル・エス）

日本パラ陸上競技選手権大会 1500ｍＴ20（記録：4分03秒63）

日本新記録
小久保 寛太（社会福祉法人 かつみ会）

関東パラ陸上競技選手権大会 走幅跳Ｔ20（記録：6m88cm）

西田 杏（三菱商事株式会社）
パラ水泳秋季記録会 50ｍ自由形Ｓ7（記録：37秒27）

生涯スポーツ功労者及び
生涯スポーツ優良団体表彰

（スポーツ庁）

功労者
・山下 晴巳
（埼玉県障害者ソフトボール協会会長等）

優良団体
・埼玉県障がい者卓球協会

功労章（競技団体）
・埼玉県バレーボール協会

功労章（個人）
・鈴木 英彦
（埼玉県フライングディスク協会元理事長）

受
賞
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

（敬称略）

公益財団法人日本障がい者スポーツ協会表彰
（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会）

令和２度受賞者一覧

受
賞



東京2020パラリンピック競技大会 団体競技
埼玉県ゆかりの出場選手一覧（令和３年７月３０日 現在）

競技名 性別 氏名

ゴールボール 男子 金子 和也

ゴールボール 男子 佐野 優人

ゴールボール 男子 田口 侑治

ゴールボール 男子 宮食 行次

ゴールボール 男子 山口 凌河

ゴールボール 女子 萩原 紀佳

ゴールボール 女子 若杉 遥

シッティングバレーボール 男子 高砂 進

シッティングバレーボール 女子 藤井 順子

車いすバスケットボール 男子 赤石 竜我

車いすバスケットボール 男子 藤澤 潔

車いすバスケットボール 女子 小田島 理恵

車いすバスケットボール 女子 土田 真由美

車いすラグビー 女子 倉橋 香衣

車いすラグビー 男子 島川 慎一

車いすラグビー 男子 中町 俊耶

車いすラグビー 男子 羽賀 理之

（敬称略）
HP：埼玉で開催！Tokyo 2020
（埼玉県ゆかりのパラリンピック出場選手を紹介）より引用

埼玉のパラ選手、競技会場

埼玉県からは、13競技総勢38人の選手
がパラリンピック選手として出場します。

また埼玉県では、パラリンピック競技
として射撃が開催されます。
射撃の会場となる陸上自衛隊朝霞練習

場は、東京1964大会でも、ライフル射撃
の会場として使われました。

東京2020パラリンピック
競技大会概要

大会名称
東京2020パラリンピック競技大会
（第16回夏季大会）

大会期間
令和3年8月24日（火）～9月5日（日）

開催地
日本（東京）

運営主体
国際パラリンピック委員会（IPC）
東京2020オリンピック・パラリン
ピック組織委員会（TOCOG）

参加国・地域
168NPC参加見込み
（2021年7月2日時点）

実施競技
22競技

新競技
バトミントン・テコンドー



東京2020パラリンピック競技大会 個人競技
埼玉県ゆかりの出場選手一覧（令和３年７月３０日 現在）

競技名 性別 氏名 種目（クラス）

陸上競技 男子 小久保 寛太 走幅跳（知的障害T20）

陸上競技 男子 小須田 潤太 走幅跳（義足T63）

陸上競技 男子 山﨑 晃裕 やり投（上肢障害F46）

陸上競技 女子 髙桑 早生 走幅跳（義足T64）

陸上競技 女子 古屋 杏樹 1500ｍ（知的障害T20）

陸上競技 女子 村岡 桃佳 100ｍ（車いすT54）

バトミントン 女子 小倉 理恵 女子シングルス（車いすWH2）

バトミントン 女子 鈴木 亜弥子 女子シングルス・ダブルス（上肢障害SU5）

ボッチャ 男子 高橋 和樹 個人（脳性まひ・運動機能障害BC3）

馬術 男子 高嶋 活士 個人課目、団体課目（グレードⅣ）

柔道 男子 正木 健人 100kg超級（視覚障害B2）

ボート 女子 八尾 陽夏 PR3舵手つきフォア

ボート 男子 立田 寛之 PR3舵手つきフォア（舵手）

水泳 女子 小池 さくら 400ｍ自由形（運動機能障害S7）

水泳 女子 西田 杏 50ｍバタフライ（運動機能障害S7）

トライアスロン 男子 木村 潤平 PTWC（車いすPTWC1）

車いすテニス 男子 眞田 卓 男子シングルス・ダブルス

車いすテニス 男子 三木 拓也 男子シングルス・ダブルス

車いすテニス 女子 高室 冴綺 女子シングルス・ダブルス

車いすテニス 女子 田中 愛美 女子シングルス・ダブルス

車いすテニス 男子 菅野 浩二 クアードシングルス・ダブルス

HP：埼玉で開催！Tokyo 2020
（埼玉県ゆかりのパラリンピック出場選手を紹介）より引用

（敬称略）



賛助会員募集

賛助会員紹介（令和３年８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 2名

☆賛助会員一覧（60団体）

【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

KOBATON SAITAMATCH

(敬称略)

青木信用金庫 株式会社 コア
埼玉トヨペット
株式会社

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

永山建設 株式会社 前田食品 株式会社

生駒硝子 株式会社 株式会社 サイサン
株式会社
埼玉りそな銀行

株式会社 タナベ建設 株式会社 名取製作所 ムサシノ機器 株式会社

株式会社 ウィズウェイ
ストジャパン

一般社団法人 埼玉県知
的障害児者生活サポート
協会

斎藤工業 株式会社 株式会社 秩父開発機構 日清建設 株式会社 株式会社 武蔵野銀行

株式会社 央浦印刷社
社会福祉法人 埼玉県身
体障害者福祉協会

彩の国ＳＰグループ 秩父鉄道 株式会社 株式会社 ニューオタニ 株式会社 明高堂

金子物産 株式会社 埼玉縣信用金庫 サイボー 株式会社 株式会社 デサン ハウスコム 株式会社 八千代工業 株式会社

川口信用金庫 埼玉県発達障害福祉協会 株式会社 シカクラ 株式会社 テレビ埼玉
株式会社 ピックルス
コーポレーション

山三電機 株式会社

関東自動車 株式会社 さいたま商工会議所 株式会社 島村工業
東京メールサービス
株式会社

北辰図書 株式会社
株式会社 ヨコハマ
タイヤジャパン

共栄企画 株式会社
一般財団法人 埼玉新聞
社会福祉事業団

株式会社 新研設備工業 東神システム 株式会社 毎日興業 株式会社
株式会社 ヨコハマ
タイヤセンター関東

クラブＩＬＯ 株式会社 埼玉スポーツ
株式会社 スータブル・
ソリューションズ

株式会社 トーシン
パートナーズ

前澤工業 株式会社
株式会社
リサイクルアシスト

株式会社
グリーン企画社

埼玉田中電気 株式会社
株式会社
住田光学ガラス

有限会社 とらや
前田印刷 株式会社
筑波支店

りそな保証 株式会社


