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～令和３年度事業について～

彩の国ふれあいピック秋季大会2年連続中止

9月26日（日）に熊谷スポーツ文化公園で開催を予定していた彩の国ふれあいピック秋季大会は、新型
コロナウイルス感染症の拡大により中止としました。
新型コロナウイルス感染防止対策を徹底したうえで、障がい者がスポーツする場（機会）を提供する

ために大会実施を目指しましたが、全国で数多くの大会が相次いで中止となっていたこともあり、参加
者・役員の安全を考慮しやむを得ないと判断しました。
次年度は新型コロナウイルス感染症が収束し、皆さまと大会会場でお会いできることを楽しみにして

います。
なお、今年度は秋季大会の代替事業として「地域スポーツ支援（講師派遣）事業」を実施します。

※「地域スポーツ支援（講師派遣）事業」の申込みは、11月30日で募集を締め切っています。ご了承ください。

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

新型コロナウイルス感染症の影響により2年振りの開催となりましたが、10月10日（日）に予選会を埼
玉県立上尾かしの木特別支援学校で実施し、30日（土）に決勝戦をＮＡＣＫ５スタジアム大宮でJ2リー
グ第36節・ジュビロ磐田戦の試合前に実施しました。
今年度は、参加チームを制限しての実施となりましたが、県内各地から７チーム総勢約130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。
また、参加チームには大宮アルディージャ及び協賛企業より、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。

優 勝：チーム桜（大会８連覇達成）
準優勝：ＦＣパラダイス
第3位 ：ＦＣ埼玉

さいたま桜高等学園



令和３年度彩の国ふれあいピックフットベースボール大会開催

令和3年度彩の国ふれあいピックフットベースボール大会は、チャンピオンシップの部
2チーム、フレンドシップの部5チームの参加で開催しました。
チャンピオンシップの部は、2チームの出場となったためチーム同士の試合以外に全国

大会参加のために新調したユニフォームで教員チームとエキシビションマッチをおこないました。
また、三重とこわか大会に出場予定の県選抜チームに開催県の三重県から記念品贈呈がありました。

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10月に開催される「第22回全国障害者スポー
ツ大会（いちご一会とちぎ大会）」への出場に向けて頑張ります。

日程：令和3年10月31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：優勝 ボンドガールズ、準優勝 まりちゃんず

フレンドシップの部：優勝 はばたきレッズ、準優勝 彩の国レッドキング、3位 行田蓮ジャーズ

大久保春美記念 第１１回ふれあい登山

11月3日（水・祝）に日高市の「日和田山」と「物見山」を参加者31名・日本山岳会埼玉支部27名の総
勢58名で登りました。
当日は天候にも恵まれ、物見山の二の鳥居から見える景色は素晴らしいものでした。また、登山時や

昼食時の参加者の笑顔が印象的でした。道中、岩場や根っこ等で少し険しいところもあり、山岳会会員
や付添者の力を借りて山登りの醍醐味を堪能した参加者の顔は、充実感に溢れておりました。



浦和レッズハートフルカップ第１４回スマイルサッカー大会の開催

浦和レッズハートフルカップ第14回スマイルサッカー大会を11月13日（土）、レッズランドにおいて
開催しました。
令和2年度第13回大会は、新型コロナ感染症拡大防止のため中止となり、今年度も当初予定していた5

月から11月に変更して参加チーム数も大幅に減らし、午前（4チーム）・午後（4チーム）で実施しまし
た。当日は、晴天に恵まれ参加選手は久しぶりのサッカーを楽しんでいました。
大会協力及び会場提供いただきました浦和レッドダイアモンズ様・レッズランド様に感謝します。

午前の部
優勝 彩の国レッドキング

午後の部
優勝 FCソルフレスコ

第２１回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」中止について

10月に三重県で開催が予定されていた第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」は、新型
コロナウイルス感染症の影響で中止となりました。
埼玉県選手団は、個人競技61名、団体競技14名の代表選手候補者が大会参加に向けた準備を進めてき

ました。
いばらき大会から3年連続中止となったことから、選手のモチベーションの維持・今後の競技活動に繋

げる事を目的に、10月～12月にかけて代替イベントとして競技別に「埼玉県・さいたま市選手団ミニ交
流会」を開催。三重県実行委員会から届いた出場決定証明書・大会記念品等、選手団ユニフォームを配
布し、記録会等で練習の成果を発揮しました。



埼玉パラドリームアスリートによる体験型講演会

東京パラリンピックを契機としたパラスポーツへの興味関心を広げ、障がい者への理解を促進するこ
と等を目的として、埼玉パラドリームアスリートが講師となり、講演、実演・体験を実施しました。

日程 実施団体 競技名 講師（敬称略）

10月7日 県立越生高等学校 スノーボード 市川貴仁

10月10日 浦和大学 トライアスロン 木村潤平

11月5日 県立誠和福祉高等学校 車いすバスケットボール 小田島理恵

12月1日 県立上尾南高等学校 車いすバスケットボール 土田真由美・森田俊光

12月2日 県立鳩ヶ谷高等学校 車いすラグビー 岸光太郎

12月14日 県立羽生第一高等学校 ゴールボール 埼玉ゴールボールクラブ

安達阿記子・佐藤アキナ

江黑直樹・武田直子



大 会 名 日 程 会 場 対象者（障がい）

ふれあいピック球技大会
バスケットボール大会

令和4年2月20日 日 浦和駒場体育館

知的障がい令和4年2月26日 土 彩の国くまがやドーム体育館

令和4年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

令和4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
令和4年3月13日

日 さいたま市荒川総合運動公園 野球場

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寄付金贈呈式

昨年に引き続き、障がい者のスポーツ活動にご支援
いただくこととなり、11月17日埼玉県障害者交流センターに
おいて贈呈式をおこないました。
（公社）生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会の

大塚会長様をはじめ会員の皆様には、当会で開催している
ボッチャ大会の審判・ボランティアとしてもご協力をいただ
いております。

令和３年度彩の国ふれあいピックバレーボール大会（知的）開催

令和3年度彩の国ふれあいピックバレーボール大会（知的）を開催しました。
昨年度開催ができなかったが今年度は男子の部3チーム、女子の部3チームが出場しました

日程：令和3年11月28日（日）
会場：上尾運動公園 体育館
結果：男子の部

優勝 さいたま桜A
準優勝 さいたま桜B
3位 草加かがやき特別支援学校

女子の部
優勝 かがやき桜女子
準優勝 草加かがやき特別支援学校
3位 埼玉ドリーム女子（オープン参加）

令和４年１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。



～賛助会員募集～

賛助会員紹介（令和３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

☆個人会員 2名

☆賛助会員一覧（66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

(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

株式会社
エフエムナックファイブ

カネパッケージ
株式会社

生命保険協会埼玉県協会 株式会社 トイント 東彩ガス 株式会社 マレリ 株式会社


