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～令和３年度事業～

令和3年度彩の国ふれあいピックサッカー大会開催について

令和3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11チーム、フレン
ドシップの部に18チーム出場しました。
大会を開催した3日間は、天候にも恵まれ参加した選手は、一生懸命にフェアプレーで試合を楽しんで

いました。

日程：令和3年12月5日（日）12日（日）18日（土）
会場：さいたま市荒川総合運動公園サッカー場（北・南）

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 ASSIST

フレンドシップの部 1位
Aリーグ FCサンライズ
Bリーグ 彩の国レッドキング
Cリーグ 草加かがやき特別支援学校草加分校
Dリーグ チーム桜NEO
Eリーグ FCパラダイス
Fリーグ FC.アドバンス



令和3年度埼玉パラドリームアスリート事業講習会

東京２０２０パラリンピック競技大会に出場した埼玉県にゆかりのある方をゲスト講師にお迎えし、「東京パラリンピック
私が見た世界の舞台」をテーマに、競技との出会いから大会出場までの道のりや体感したこと、参加者の皆さんから事前に募
集した聞いてみたいことなどを、対談形式でお話いただきました。
内容を一部抜粋し、ご紹介します。（以下、○○パラリンピックは○○大会と記載）

第1回 陸上競技 T20（知的障がいのクラス） 日程：令和4年2月16日（水）18:00～19:30 / オンライン開催

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
運動は苦手でしたが、学校のマラソン大会で1位を取ったこと、全国障害者スポーツ大会の

出場をきっかけに、卒業後も競技を続けたいと思い、「彩tama陸上クラブ」に入り本格的に陸
上競技に取り組み始めました。2017年に1500ｍの日本記録保持者に勝った時に、東京大会を目
指す目標ができました。

東京大会の日本代表に決まった時は、目標にしていたのでとても嬉しかったです。
試合当日まで緊張はありませんでしたが、選手村から競技場行きのバスに乗った瞬間、いつ

も以上に緊張して肩が硬くなりました。1500ｍのレースは、作戦通りスタートから思いきり走
ること、表彰台に上がることを考えて走り、力を出し切れたと思います。3位になった選手に
負けて4位になり、メダルを取れなかったことは悔しかったです。

- 陸上競技の魅力・好きなところ
自分の世界に入って走れること。自己ベストを更新できた時はすごく嬉しいです。

- 今後の目標
フルマラソンに挑戦して、まずは完走することです。

- 特別支援学校在校生・たくさんのスポーツ好きな後輩たちへのメッセージ
少しでもやってみたいなと思ったら、まずはチャレンジしてやってみたらいいと思います。

古屋 杏樹 選手

所属
NPO法人大地の郷

●東京大会結果
女子1500ｍ(T20)
4分38秒58 4位入賞

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
走ることが好きで中学校で陸上部に入り、短距離を中心に取り組んでいました。東京大会を

目指し、高校３年の時に、走幅跳の練習を始めました。
東京大会の日本代表に決定した時は、ホッとしました。
プレッシャーや緊張はなく、試合はワクワクした気持ちで臨み、楽しかったです。パラリン

ピックで自己ベストを更新し7mを超えたことは、競技を続けてきて一番嬉しかったことです。

- 陸上競技の魅力・好きなところ
記録を競えるところです。

- 今後の目標
パリ大会でメダルを取ることです。

- 特別支援学校在校生・たくさんのスポーツ好きな後輩たちへのメッセージ
夢を持って、頑張ってください。

小久保 寛太 選手

所属
社会福祉法人かつみ会

●東京大会結果
男子走幅跳(T20)
7m01cm 4位入賞

樋口 進太郎 さん

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
勤務校に陸上が好きな生徒がいて、全国障害者スポーツ大会のスタッフで携わったことが

きっかけです。
東京大会には、日本はT20クラス8人の選手が出場。走幅跳の選手を中心に担当し、生活支援

を行いながら選手の気持ち面も含めサポートしました。リオ大会の3人と比べ多くの選手が出
場できましたが、他国の選手などに左右されることなく、選手が普段通りの力を発揮すること
の難しさを感じました。

- 選手育成の際に心がけていること
選手に対して否定しないことを心がけています。上手くいかない時の声かけでは、「ダメ」

ではなく「こうすればもっといいよね」とポジティブに変換して声かけすることを意識してい
ます。指導時は、選手が耳から入る情報・目から入る情報どちらが有効かを見極め、実態にあ
わせて対応することが大事だと思っています。

- 特別支援学校在校生・たくさんのスポーツ好きな選手たちへのメッセージ
誰にでも可能性は無限大にあると思います。
夢を持って楽しく取り組んでもえらたら、きっといい出会いがあると思います。

所属
埼玉県立本庄特別支援学校

●東京大会
日本代表コーチ



第2回 ボッチャ競技 日程：令和4年3月1日（火）18:00～19:30 / オンライン開催

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
教員時代に生徒のボッチャクラブを見学してボッチャを知り、以来、今までにアシスタントと

して6人の選手とペアを組んで試合に出場しました。高橋選手からの依頼でペアを組むようにな
り、環境を整えないと目標である東京大会でメダルには絶対に届かない、東京大会を終えた時に
後悔をしたくないとの思いから、教員を辞め、2018年から競技に専念しました。

アシスタント（正式：ランプオペレーター）は、ルール上は選手と認定されていて、メダルも
もらえます。自分は選手であるという自覚を持ち同じ目線で活動することを心掛け、時にはペア
の選手を引っ張っていくような気持ちの強さも必要と思い、取り組んできました。二人で必要と
思う分だけ練習・合宿・遠征に参加し積み重ねてきたことが、東京大会でのメダルに繋がったか
なと思っています。

- 今後に向けて
東京大会を終え、アシスタントやパラスポーツを支える人を増やしたいなと思い、機会がある

たびにアシスタントの楽しさや魅力をアピールしています。アシスタントに興味がある方、ぜひ
連絡をください！

- メッセージ
少しでも気持ちがあれば、とにかく行動をしてみてください。

アシスタント 峠田 佑志郎 選手

●東京大会結果
ボッチャBC3クラス
ペア戦 2位 銀メダル
個人戦 10位

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
2013年に東京大会の開催決定を受け、東京大会を目指そうと決意し、ボッチャを始めました。

リオ大会に出場した際は世界の強さを痛感し、パラリンピックの舞台は出場するだけではなく結
果を残さないと自身が満たされないと実感しました。東京大会に向けては、メダルを必ず取ると
いう目標を定め、必要な競技環境を整えるために転職や峠田さんにアシスタントを依頼しました。
同じ志を持つ峠田さんとは、お互いに思ったことを話し、時には喧嘩もし、競技中心の生活で突
き進みました。

東京大会のペア戦では、銀メダルを取ることができ、一つの目標は達成できたかなと思います。
たくさんの人の支えやスタッフのサポートにより、チーム全体の力で勝ち取ることができました。

- 今後に向けて
パリ大会で世界一になるには、どれだけ大変なことがあるかと想像します。よりボッチャの魅

力・面白さを自分自身が実感し、ボッチャに対する向き合い方を見直していきながら、パリ大会
に届くよう後悔しない人生・競技人生を進んでいきたいと考えています。

- メッセージ
目標・自分のたどり着きたいところにいくためには、いかにイメージしていくことが大切にな

るかなと思います。皆さんもより鮮明にその姿をイメージできるように頑張ってください。

高橋 和樹 選手

所属
株式会社フォーバル

●東京大会結果
ボッチャBC3クラス
ペア戦 2位 銀メダル
個人戦 10位

- 競技との出会いから東京大会を振り返って
特別支援学校で生徒のアシスタントとして関わり、8年前頃からコーチとして携わるようにな

りました。
東京大会ペア戦の試合内容は、予選リーグ・決勝トーナメントとも4エンドでの負けは１回も

なく、タイブレークで負けた形でした。テレビやネットの中継、SNSでのメッセージ等、見えな
いところでの皆さんの応援が力になり、選手だけでなくコーチ・監督もみんな、この力があって
こその銀メダルと実感しています。コーチとしてコートに立ち、感謝が湧き出ました。

- 選手への声かけで意識していること
コーチングの際は、選手により、アドバイスの量・質・タイミングの3つを使い分けることを

意識しています。

- 今後に向けて
東京大会で皆さんにボッチャ競技・面白さを知ってもらえたので、どう伸ばして、継続してい

くかと、ボッチャをやってみたい人に楽しさを伝えられるかを目標にしていきたいと思います。

- メッセージ
選手へ まず自分の強みを見つけて、伸ばして、取り組んでもらえたらと思います。
皆さんへ 出会いを大切に。行動力があると色んな人に出会うと思います。その出会いを大切

にすると人生変わると思います。

森 裕輔 さん

所属
埼玉県立宮代特別支援学校

●東京大会
日本代表コーチ



令和3年度彩の国ふれあいボッチャ大会

令和3年度彩の国ふれあいボッチャ大会は、チーム数制限及び
入替え制など規模を縮小し、2年振りに開催することができました。

日程：令和3年12月11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11チーム
競技部門結果：1位 埼玉ボッチャクラブA

2位 蓮田ボッチャクラブ
3位 埼玉ボッチャクラブB

彩の国ふれあいピック秋季大会代替 地域スポーツ活動支援（講師派遣）事業

「彩の国ふれあいピック秋季大会」の代替事業として、令和４年１月～２月に「地域スポーツ活動支
援（講師派遣）事業」を実施したところ、多くの団体から申込みがあり、抽選等の結果、6団体を対象に
実施計画をたてました。残念ながら、実施日が新型コロナウイルス感染症に伴うまん延防止等重点措置
期間と重なり1団体だけの実施となりました。
次年度は、彩の国ふれあいピック秋季大会が無事に開催でき、多くの皆様がスポーツを楽しめる日が

来ることを心より願っています。

功労章（競技団体）
・埼玉県ボウリング連盟

功労章（個人）
・小林 孫一
（所属 埼玉県障がい者卓球協会）

（敬称略）

公益財団法人日本パラスポーツ協会表彰
（公益財団法人日本パラポーツ協会）

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）

優良団体
・埼玉県ボッチャ協会

令和３度受賞者一覧
（全国規模）

申込み団体 講師 実施可否

さいたま市立大砂土東小学校

埼玉県ボッチャ協会

実施

埼玉県身体障害者福祉協会 中止

春日部市スポーツ推進課

埼玉県障害者フライングディスク協会

中止

蕨市障害者就労支援センター 中止

さいたま市立向小学校 埼玉県障害者フットベースボール協会 中止

埼玉県社会福祉事業団 花園 埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会 中止



埼玉県スポーツ賞（公益財団法人埼玉県スポーツ協会）

（敬称略）

令和３度受賞者一覧（県内規模） 受
賞

会長特別賞

バドミントン（女子）
鈴木 亜弥子

（シングルス/SU5 2位 ダブルスSL3-SU5 3位）

ボッチャ
高橋 和樹（混合ペア/BC3 2位）

車いすテニス
菅野 浩二（クアードダブルス 2位）

車いすバスケットボール（男子 2位）
赤石 竜我 藤澤 潔

ゴールボール（女子 3位）
萩原 紀佳 若杉 遥

車いすラグビー 3位
倉橋 香衣 島川 慎一 中町 俊耶

優秀選手賞

埼玉陸上競技協会主催2021秋季記録会
陸上競技

酒井 園実（走幅跳/女子T20 記録：5ｍ18cm）
日本新記録

第76回びわ湖毎日マラソン大会
陸上競技
森田 和裕

（マラソン 記録： 2時間20分07秒）
Virtus世界記録・日本新記録

優秀選手賞

陸上競技
古屋 杏樹

（1500m/T20 4位 記録：4分38秒58）
小久保 寛太

（走幅跳/Ｔ20 4位 記録：7m01※日本新記録）
村岡 桃佳

（100ｍ/Ｔ54 5位 記録：16秒71）

車いすテニス
眞田 卓（男子ダブルス 4位）
田中 愛美（女子ダブルス 4位）
高室 冴綺（女子ダブルス 4位）

ゴールボール（男子 5位）
金子 和也 佐野 優人 田口 侑治

水泳
小池 さくら

（400ｍ自由形/S7 6位 記録：5分34秒12※日本新記録）
西田 杏

（50ｍバタフライ／S7 8位 記録：37秒98）

車いすバスケットボール（女子 6位）
土田 真由美

シッティングバレー（男子 8位）
高砂 進

シッティングバレー（女子 8位）
藤井 順子

～東京パラリンピック競技大会 入賞選手～

～国際大会優勝選手～

～日本新記録樹立選手～

優秀選手賞

バーレーン2021アジアユースパラ競技大会
水泳競技

松永 琴寧（100m背泳ぎ/S10 1位 記録：1分27秒78）

今後の益々のご活躍を
祈念いたします

～長年スポーツ活動に貢献いただいた方～

功労賞

三吉 頼直（所属 埼玉県ボッチャ協会）



～令和４年度主な行事予定～

令和４年度彩の国ふれあいピック春季大会

（１）主 催 埼玉県、埼玉県教育委員会、公益財団法人埼玉県スポーツ協会
さいたま市、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

（２）期日・場所 令和4年4月24日（日）～5月22日（日）
熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（陸上競技）
埼玉県障害者交流センター（水泳・STT）
はらっパーク宮代（アーチェリー）
彩の国くまがやドーム体育館（卓球）
彩の国くまがやドーム多目的運動場（フライングディスク）
ウニクスボウル南古谷店（ボウリング）
埼玉県立武道館主道場（ボッチャ）

※1 参加募集は終了しております
※2 詳細は、HPでご確認ください

令和４年度彩の国ふれあいピック球技大会

（１）主 催 埼玉県、埼玉県教育委員会、公益財団法人埼玉県スポーツ協会
さいたま市、一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

（２）期日・場所 令和4年11月6日（日）～令和5年3月12日（日）
妻沼運動公園 緑の広場（フットベースボール）
埼玉県立武道館 主道場（バレーボール（精神））
上尾運動公園 体育館（バレーボール（知的）
熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場（サッカー）
堀崎公園グラウンド（サッカー）
彩の国くまがやドーム 体育館（バスケットボール）
荒川総合運動公園 ソフトボール場（ソフトボール）

※1 詳細等については、随時HPに掲載していきます

令和４年度彩の国ふれあいピック秋季大会

（１）主 催 埼玉県、埼玉県教育委員会、公益財団法人埼玉県スポーツ協会
一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会

（２）期日・場所 令和4年9月18日（日）熊谷スポーツ文化公園

※1 詳細等については、随時HPに掲載していきます

※その他の大会・イベントについては、協会HPをご確認ください
※さいたま市障害者スポーツレクリエーション教室については、さいたま市HPをご確認ください

第３５回県民総合スポーツ大会兼第２１回埼玉県パラスポーツ大会



加盟団体（正会員）一覧 （20団体）

・埼玉県障害者アーチェリー協会 ・埼玉県障害者水泳協会

・埼玉県障がい者卓球協会 ・埼玉県障害者フライングディスク協会

・埼玉県障がい者ボウリング協会 ・埼玉県ボッチャ協会

・埼玉県障害者陸上競技協会 ・埼玉県障害者サッカー協会

・埼玉県障害者ソフトボール協会 ・埼玉県卓球バレー協会

・埼玉県障がい者バスケットボール連盟 ・埼玉県障害者バレーボール協会

・埼玉県障害者フットベースボール協会 ・埼玉県障がい者スポーツ指導者協議会

・ NPO法人 埼玉県障害者協議会 ・社会福祉法人 埼玉県身体障害者福祉協会

・公益社団法人 埼玉県手をつなぐ育成会 ・公益社団法人 埼玉県精神保健福祉協会

・草加光陽育成会 ・埼玉県特別支援学校体育連盟

（順不同）

さいたまランフェス2021-22贈呈式

さいたまランフェス2021-22寄付金の贈呈式が、令和4年3月22日（火）さいたま市役所で行われました。
主催のさいたま市及び一般社団法人さいたまスポーツコミッションよりチャリティに参加された方から
の募金を日本赤十字社埼玉県支部と当協会に寄付いただきました。
当協会から、重田・佐藤副会長の2名が出席し、重田副会長から「東京オリンピックパラリンピックの

レガシーを引き継ぎ、共生社会の実現に向け一歩ずつ取組んでいく」とお礼の挨拶をしました。
チャリティにご協力いただきました参加者の皆様ありがとうございました。寄付いただきましたお金

は、障害者スポーツに係る活動に大切に活用させていただきます。



賛助会員紹介（令和４年３月現在）

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（72団体）

～会員募集～

【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

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。

(敬称略)

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

株式会社央浦印刷社

金子物産株式会社 カネパッケージ株式会社 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
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

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 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
首都圏環境サービス株式
会社

株式会社新研設備工業 真和建設有限会社
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

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

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 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

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 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

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

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 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

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

☆正会員（20団体）


