
Saスポーツカレンダー 2022 ＊詳細は、各事業実施要項等をご確認ください。 2022/3/25時点

◆令和４年度彩の国ふれあいピック（埼玉県民総合スポーツ大会 兼 埼玉県パラスポーツ大会）
行事名 会場 対象(障がい種等) 備考

春季大会（全国障害者スポーツ大会玉県・さいたま市代表選考会） 身体・知的・精神障がい者

ボッチャ 4/24 日 埼玉県立武道館 主道場

アーチェリー 5/3 火祝 はらっパーク宮代

卓球（STT） 5/8 日 埼玉県障害者交流センター

ボウリング 5/8 日 ウニクスボウル南古谷店

水泳 5/15 日 埼玉県障害者交流センター

卓球 5/15 日 彩の国くまがやドーム体育館

陸上競技 5/22 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場

フライングディスク 5/22 日 彩の国くまがやドーム多目的運動場

秋季大会説明会 6月 調整中

秋季大会 9/18 日
熊谷スポーツ文化公園
陸上競技場・彩の国くまがやドーム ほか

障がいのある方

フットベースボール大会 11/6 日 妻沼運動公園 緑の広場 知的障がい者

予備日11/13 日 妻沼運動公園 緑の広場

バレーボール大会（精神） 11/26 土 埼玉県立武道館 主道場 精神障がい者

バレーボール大会（知的） 11/27 日 上尾運動公園 体育館 知的障がい者

サッカー大会 12/4 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場 知的障がい者

12/11 日 熊谷スポーツ文化公園 陸上競技場

12/18 日 堀崎公園グラウンド

R5春季大会説明会 2023/2月 調整中

バスケットボール大会 2023/2/25 土 彩の国くまがやドーム体育館 知的障がい者

2/26 日 彩の国くまがやドーム体育館

3/12 日 彩の国くまがやドーム体育館

ソフトボール大会 2023/3/12 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3/19 日 さいたま市荒川総合運動公園 ソフトボール場

◆埼玉県障害者スポーツ協会事業
行事名 会場 対象(障がい種等) 備考

ふれあい登山 4/3 日 鐘撞堂山
山道の登り降りが可能な障がい
者及びその家族

浦和レッズハートフルカップ
スマイルサッカー大会

5/3 火祝 レッズランド 知的・精神障がい者

知的障がい者 調整中

彩の国ふれあいボッチャ大会 12/10 土 埼玉県立武道館 主道場
障がいのある方と関係
者

彩の国ハート＆スマイル
四面卓球バレー大会

2023/2/5 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

予定

審判・指導者養成講習会 調整中

◆さいたま市障害者スポーツ・レクリエーション教室（13競技）
＊詳細は、さいたま市ホームページをご覧ください。

◆埼玉県内競技団体等事業
行事名 日程 会場 主催 備考

パラまごころティーボール大会 6/12 日 さいたま市大間木公園 ソフトボール場

予備日6/19 日 さいたま市大間木公園 ソフトボール場

フライングディスクフェスティバル 11/5 土 朝霞市総合体育館
埼玉県障害者
フライングディスク協会

大宮アルディージャORANGE！
HAPPY！！SMILE  CUP！！！

埼玉県障害者
ティーボール協議会

日程

日程

一般社団法人埼玉県障害者スポーツ協会



Saスポーツカレンダー 2022 ＊詳細は、各事業実施要項等をご確認ください。 2022/3/25時点

◆第２２回全国障害者スポーツ大会（いちご一会とちぎ大会）　埼玉県選手団派遣事業
行事名 会場

第２２回全国障害者スポーツ大会 関東ブロック地区予選会

バスケットボール 5/21～22 土日 栃木県　日環アリーナ栃木メインアリーナ

車いすバスケットボール 5/21～22 土日 栃木県　栃木県立県南体育館

ソフトボール 5/21～22 土日 栃木県　美原公園野球場・第２球場

バレーボール（聴覚） 5/21～22 土日 栃木県　宇都宮市清原体育館

バレーボール（知的） 5/21～22 土日 栃木県　宇都宮市体育館

バレーボール（精神） 5/21～22 土日 栃木県　佐野市アリーナたぬま

サッカー 5/21～22 土日 栃木県　真岡市総合運動公園陸上競技場・運動広場１

フットベースボール 5/22 日 栃木県　足利市総合運動場硬式野球場・軟式野球場

グランドソフトボール 5/29 日 埼玉県　久喜市総合運動公園多目的広場

役員会議 7/1 金 埼玉県障害者交流センター

第１回説明会 7/9 土 埼玉県障害者交流センター

強化練習会（第1回）

陸上競技 8/7 日 上尾運動公園　陸上競技場

水泳 調整中

アーチェリー 調整中

卓球 8/7 日 上尾運動公園　体育館

卓球（ＳＴＴ） 8/7 日 埼玉県障害者交流センター　ホール

フライングディスク 8/7 日 上尾運動公園　陸上競技場

ボウリング 調整中

ボッチャ 8/7 日 上尾運動公園　体育館

強化練習会（第2・3回） 宿泊：スポーツ総合センター

陸上競技 9/10～11 土日 上尾運動公園　陸上競技場

水泳 9/10～11 土日 調整中

アーチェリー 9/10～11 土日 調整中

卓球 9/10～11 土日 スポーツ総合センター　アリーナ

卓球（ＳＴＴ） 9/10～11 土日 埼玉県障害者交流センター　ホール

フライングディスク 9/10～11 土日 上尾運動公園　陸上競技場

ボウリング 9/10～11 土日 調整中

ボッチャ 9/10～11 土日 スポーツ総合センター　アリーナ

強化練習会（第4回）

陸上競技 10/16 日 上尾運動公園 陸上競技場

水泳 調整中

アーチェリー 調整中

卓球 10/15 土 埼玉県障害者交流センター 体育館

卓球（ＳＴＴ） 10/15 土 埼玉県障害者交流センター ホール

フライングディスク 10/15 土 埼玉県障害者交流センター 運動場

ボウリング 10/15 土 調整中

ボッチャ 10/15 土 埼玉県障害者交流センター 体育館

結団式・第2回説明会 10/15 土 埼玉県障害者交流センター 体育館・ホール

第2２回全国障害者スポーツ大会 10/29～31 土～月
栃木県内
選手団派遣10/27（木）～11/1（火）

日程 備考
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