
　『第１０回栃木県障害者コントロール・アタック大会』が平成３１（２０１９）年３月１０日（日）に「とちぎ福祉
プラザ障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）」で開催されました。
　記念すべき第１０回となった今大会には２４チーム、過去最多数の１１８名が参加し盛大に行われました！

　第１０回大会を記念し、コントロール・アタックの考案者である菅谷薫氏と、永年にわたりコントロール・ア
タック大会の運営にご協力いただいている栃木県障がい者スポーツ指導者協議会（郡司原之会長）に、
感謝状を贈呈しました。
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第10回栃木県障害者コントロール・アタック大会開催！

感謝状贈呈

優　勝 ゆうがお（下野市）
準優勝 矢板市身体障害者福祉会
第３位 スカイベリー（下野市） 市貝町喜楽会

菅谷　薫 氏 郡司　原之 会長



パラ駅伝 in TOKYO 2019
「ベリーグッドとちぎ」３連覇！！

　（公財）日本財団パラリンピックサポートセンター主催の「パラ駅伝 in TOKYO 2019」が、
3月24日(日)、東京・駒沢オリンピック陸上競技場及びジョギングコースで行われ、本県チーム
『ベリーグッドとちぎ』が優勝し、３連覇を達成しました！
　パラ駅伝は、東京パラリンピックに向けて障害者の理解を目的としたイベントで、2015年から
始まりましたが、今大会で第4回目となります。今大会は16都道県と海外からカンボジアの計18
チーム162名のランナーが参加し、健常者と障害者が8区間全長18.736kmでたすきをつなぎまし
た。

『ベリーグッドとちぎ』選手及び役員
監　　督 ：服部 　隆志（栃木県立特別支援学校宇都宮青葉高等学園）

第１区（視覚障害） ：岩池 　優希（栃木県立盲学校）
（伴 走 者） ：高久 　　亮（那須野農業協同組合（ＪＡなすの）東那須野支店）

第２区（聴覚障害） ：仲井 　真大（栃木県立聾学校）
第３区（車いす・女子） ：薄井 　遥珈（宇都宮市立上河内中学校）
第４区（健常・男子） ：日向野 聖隆（真岡市役所）
第５区（知的障害） ：奥山 　春奈（株式会社ピーエムティー）
第６区（肢体不自由・立位） ：浅野 　俊也（白楽園）
第７区（健常・女子） ：宇佐美 佳菜（白鷗大学陸上競技部）
第８区（車いす・男子） ：増渕 　倫巳（宇都宮市役所）
聴覚障害者サポートスタッフ ：北村 　和久（栃木県立聾学校）



　宇都宮市在住。平成 8年度に栃木県障がい者スポーツ指導員養成研修会を終了し、以降、県内各地域において
指導者として積極的に活動している。特に、フライングディスクの普及に熱心に取り組み、平成 13年度は「栃木県
障害者フライングディスク協会」の設立に尽力し、初代事務局長に就任した。県内における同競技の振興に積極的に
取り組み、「栃木県障害者スポーツ大会」では、競技運営委員長として同競技の運営の中心的な役割を果たしている。
また、「全国障害者スポーツ大会」の派遣選手の強化にも携わり、県内外の講習会において指導に当たっている。
　現在は2022 年に開催される第 22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」の準備で中心的な役割
を果たしている。

五味渕一彦氏　プロフィール

　五味渕一彦氏が障害者スポーツの発展に功績のあった方に贈られる『（公財）日本障がい者スポー
ツ協会功労章』を受賞しました。
　この度の受賞、心よりお祝い申し上げます。

＜3月5日（火）ベルサール東京日本橋において表彰式。五味渕氏は3列目中央＞

平成30（2018）年度（公財）日本障がい者スポーツ協会功労章を受賞！
五味渕一彦 氏

【障害者スポーツ功労賞】
■髙根澤利夫　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■郡司　原之　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■堀川　喜一　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■浦田　邦彦　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■水沼　桂子　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■深谷　明功　（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）

【優秀選手賞】
■陸上
　加治佐博昭（2018ジャパンパラ陸上競技大会）
　下野　直美（第18回全国障害者スポーツ大会）
■水泳
　落合有佳利（第34回日本身体障がい者水泳選手権大会）
　齋藤　一法（第34回日本身体障がい者水泳選手権大会・2018ジャパンパラ水泳競技大会）
　大島茄巳琉（第18回全国障害者スポーツ大会）
■アーチェリー ■車いすテニス
　大塚　忠胤（ベガスシュートオープン） 　眞田　　卓（インドネシア2018アジアパラ競技大会）
 　大谷　桃子（インドネシア2018アジアパラ競技大会）

　（特非）栃木県障害者スポーツ協会顕彰式が、平成31（2019）年3月2日（土）、とちぎ福祉プラザ障
害者スポーツセンター会議室で行われ、障害者スポーツ功労賞６名、優秀選手賞８名が表彰されました。
（水沼氏、加治佐選手、眞田選手、大谷選手、大島選手は都合により欠席でした。）

平成30（2018）年度（特非）栃木県障害者スポーツ協会顕彰式



　障害者の健康・体力の維持増進を図るとともに、社会参加推進の一環として、身近な地域でス
ポーツに親しむことができる環境づくりを目的として、各市町において下記のとおり実施しま
す。

令和元（2019）年度 障害者スポーツ教室事業開催のお知らせ

回 月 日 曜 時　間 会　　場 実施予定種目 担当窓口

1

5

15 水 10：00～ 益子町
益子町総合体育館

コントロール･アタック
アキュラシー
ふうせんバレー

益子町
社会福祉協議会

2 18 土 10：00～ 佐野市
アリーナたぬま

コントロール･アタック
ストラックアウト
ボッチャ

佐野市
障がい福祉課
障がい福祉係

3 21 火 10：00～ 真岡市
真岡市総合体育館

ストラックアウト
卓球バレー
カローリング

真岡市
社会福祉課
障害者福祉係

4

6

7 金 10：00～ 栃木市（藤岡）
栃木市藤岡総合体育館

コントロール･アタック
卓球バレー

栃木市
社会福祉協議会
藤岡支所

5 13 木 10：00～ 栃木市（都賀）
栃木市都賀南部コミュニティ体育館

コントロール･アタック
卓球バレー
カローリング

栃木市
社会福祉協議会
都賀支所

6 15 土 13：30～ 栃木市（栃木）
栃木市勤労者体育センター

コントロール･アタック
卓球バレー
カローリング

栃木市
福祉総務課

7 19 水 9：30～ 鹿沼市
TKCいちごアリーナ(サブアリーナ)

コントロール･アタック
ボッチャ

鹿沼市
障がい福祉課

8 20 木 13：30～
那須塩原市（黒磯）
いきいきふれあいセンター
多目的ホール

コントロール･アタック
ボッチャ

那須塩原市
社会福祉協議会
黒磯支所

9 23 日 9：30～ 市貝町
旧小貝中央小学校体育館 カローリング 市貝町

社会福祉協議会

10 27 木 10：00～ 芳賀町
農業者トレーニングセンター

ストラックアウト
ボッチャ

芳賀町
社会福祉協議会

11 9 1 日 10：00～ 那須烏山市
那須烏山市烏山体育館

アキュラシー
ボッチャ
ふうせんバレー

那須烏山市
社会福祉協議会

12

10

24 木 10：00～ 塩谷町
塩谷中学校体育館

コントロール･アタック
アキュラシー
ふうせんバレー

塩谷町
保健福祉課

13 31 木 9：30～ 矢板市
矢板市体育館

コントロール･アタック
ストラックアウト
ボッチャ

矢板市
社会福祉課

14 11 2 土 10：00～ 那須町
那須町スポーツセンター

コントロール･アタック
ビームライフル

那須町
保健福祉課



平成30（2018）年度 障害者スポーツ選手等育成・強化事業報告

（１）個人競技裾野拡大事業
　栃木県体育館プール館にて、水泳（肢体、視覚、聴覚、知的）、とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
にて、卓球（肢体、聴覚、視覚、知的、精神）、サウンドテーブルテニス（視覚）、アーチェリー（肢体、聴覚、内
部）の競技を対象に各３回の教室を実施しました。

（２）団体競技チーム設立・強化支援事業
＜新チーム設立支援＞
　　バレーボール（精神）のチーム結成に当たり、県南地区・県央地区に
て全４回の体験会と各地区１回の選手選考会を実施し、チームを結
成することができました。第１９回全国障害者スポーツ大会（いきいき
茨城ゆめ大会2019）の出場をかけた、関東ブロック予選会へ出場し
ます。

＜新チーム定着支援、既存チーム強化・存続支援＞
　　バスケットボール（知的・男女）、バレーボール（聴覚・男女、知的・男
女）、サッカー（知的）、ソフトボール（知的）、フットベースボール（知的）
の５競技について、定期的に強化練習会を実施しました。

（３）全スポ派遣選手強化練習会開催
　　第１８回全国障害者スポーツ大会（福井しあわせ元気大会）の出場選手に対し、合同練習会を実施しました。

※本県チームは全種目に参加予定

卓球の様子 サウンドテーブルテニスの様子 アーチェリーの様子

バレーボール体験会の様子

競技種別 期　日 会　　　場

バスケットボール（知的：男子・女子）

５月２５日（土）
～２６日（日）

アダストリアみとアリーナ（水戸市）

車いすバスケットボール（肢体） つくばカピオ桜総合体育館（つくば市）

ソフトボール（知的） 山吹運動公園野球場（常陸太田市）

バレーボール（聴覚：男子・女子） ひたちなか市総合運動公園
総合体育館（ひたちなか市）

バレーボール（知的：男子・女子） かなくぼ総合体育館（結城市）

バレーボール（精神） 松戸体育館（ひたちなか市）

サッカー（知的） ひたちなか市総合運動公園
陸上競技場及びスポーツ広場（ひたちなか市）

グランドソフトボール（視覚）
５月２６日（日）

里美運動公園
多目的スポーツ広場（常陸太田市）

フットベースボール（知的） 山吹運動公園運動広場（常陸太田市）

栃木県代表チーム出場！
第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会2019」団体競技関東ブロック予選会



【期日】令和元（2019）年９月22日（日）※小雨決行、荒天の場合は中止とし予備日は設けない。
【主催】栃木県、栃木県教育委員会、栃木市、(福)栃木県社会福祉協議会、栃木県身体障害者団体

連絡協議会、栃木県特別支援学校長会、（特非）栃木県障害施設・事業協会、(一社)栃木
県手をつなぐ育成会、栃木県中学校教育研究会特別支援教育部会、（一財）栃木県精神衛
生協会、(特非)栃木県障害者スポーツ協会

【実施競技及び会場】
会　　場 競　　技

栃木市総合運動公園

陸上競技（身体・知的）
卓球（身体・知的・精神）
フライングディスク（身体・知的）
ソフトボール（知的）
グランドソフトボール（身体）

栃木県立温水プール館 水泳（身体・知的）
宇都宮市みずほの中央公園 アーチェリー（身体）

とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
車いすバスケットボール（身体）
サウンドテーブルテニス（身体）

身体＝身体障害者、知的＝知的障害者、精神＝精神障害者が出場できる競技

■参加資格
　次の全てに該当する方が選手として参加できます。
　①１２歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者。
　②栃木県内に現住所を有する方。
　③身体障害者手帳の交付を受けた方。
　④療育手帳の交付を受けた方。あるいは、その取得の対象に準ず
る障害がある方。

　⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方。あるいは、その取
得の対象に準ずる障害がある方。

■参加申込方法
　（１）障害者福祉施設を利用されている方、特別支援学校・学級に在学されている方、栃木県手をつなぐ

育成会に加入されている方は、各所属先にお申し込みください。
　（２）在宅の方及び会社等勤務の方は、住所地の市町障害福祉担当課へお申し込みください。
■参加申込期間
　　令和元（2019）年５月９日（木）～５月３０日（木）※必着
■問合せ先
　　特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会＜TEL/FAX：028－624-2761＞

※備考
　栃木県障害者スポーツ大会については毎年９月最終日曜日に栃木県総合運動公園陸上競技場を
主たる会場として開催していますが、2022年本県開催予定の国民体育大会及び全国障害者スポー
ツ大会に向けた総合スポーツゾーン整備工事のため、使用することができません。令和元
（2019）年度は栃木市総合運動公園を主たる会場として開催します。

第15回栃木県障害者スポーツ大会開催のお知らせ

第 13回大会　開会式の様子



栃木県選手団派遣選手募集

【大　会　期　日】　令和元（2019）年１０月１２日（土）～１４日（月）
※栃木県選手団の派遣期間は、10月11日（金）～
15日（火）の5日間となります。

【開・閉会式会場】　笠松運動公園陸上競技場（ひたちなか市）
【個人競技及び会場】

競　　技　　名 開催地市 会　　　場

個
人
競
技

陸上競技（身体・知的） ひたちなか市 笠松運動公園陸上競技場
水泳（身体・知的） ひたちなか市 笠松運動公園屋内水泳プール
アーチェリー（身体） つくば市 茎崎運動公園多目的広場
卓球（身体・知的・精神）
※サウンドテーブルテニスを含む

日立市 日立市池の川さくらアリーナ

フライングディスク（身体・知的） 水戸市 ケーズデンキスタジアム水戸
ボウリング（知的） 取手市 フジ取手ボウル

身体＝身体障害者が出場できる競技、知的＝知的障害者が出場できる競技、精神＝精神障害者が出場できる競技

　毎年開催されている障害者スポーツの全国的な祭典である全国障害者スポーツ大会が、2019年は茨
城県で実施されます。
　栃木県では、下記のとおり派遣選手を募集しますが、参加を希望される場合は、住所地の「市町障害福
祉担当課」又は「施設」、「特別支援学校・学級」、「手をつなぐ育成会」の各所属からの推薦が必要となりま
す。また、参加日程が4泊5日と長期になりますので、学校や職場等にも確認をお願いします。
　なお、派遣選手の決定については、派遣選手選考会議（6月上旬開催）において選考の上、決定します。

■募集競技
　陸上競技、水泳、フライングディスク、アーチェリー、卓球（サウンドテーブルテニスを含む）、ボウリング
■参加資格
①平成３１（２０１９）年４月１日現在で１３歳以上の身体障害者、知的障害者及び精神障害者
②栃木県内に現住所を有する方及び栃木県外に住所を有する方で、栃木県に所在する施設や学校
等に入所及び通所並びに通学している方
③原則として、第１４回栃木県障害者スポーツ大会（平成30（2018）年9月中止）に申込みした方
④合同練習会や結団式等の行事（約５回）に参加できる方
⑤栃木県選手団の一員として、集団生活・行動ができる方。
※①～⑤の全てに該当する方です。
■参加申込方法
（1）施設を利用されている方、特別支援学校・学級に在学されている方、栃木県手をつなぐ育成会に

加入されている方は、各所属先からの推薦が必要となります。
（2）在宅の方は、住所地の市町障害福祉担当課からの推薦が必要となります。
■申込期間
平成31（2019）年４月１６日（火）～令和元（2019）年５月２１日（火）

いきいき ゆめ 20

第18回全国障害者スポーツ大会（福井大会）



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

栃木県障害者スポーツ協会賛助会員募集のお知らせ
　当協会は障害者スポーツ大会の開催及び選手強化のほか、障害者が身近なところでスポーツやレク
リエーションに親しめるように、障害者スポーツ教室の開催、指導者の養成、障害者スポーツ相談、障害
者スポーツの情報提供、スポーツ・レクリエーション用具の貸出等の事業を行っています。
　活動の趣旨にご賛同いただける企業、団体、個人の皆様を対象に賛助会員を募集していますので、ご
協力をお願いいたします。賛助会員にお申込みいただける方は、事務局までご連絡ください。

　第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向け、県障害者スポーツ大会等におい
て優位な成績を収めた選手を強化指定選手＜アスリートゴールドリーダー＞に任命し、取組意欲や競技
力の向上を図る制度が始まります。
【募集対象競技】　陸上・水泳・アーチェリー・卓球・サウンドテーブルテニス・フライングディスク・

ボウリング・ボッチャ（※競技によって、参
加できる障害区分が異なります。）

【申込方法】　自薦・他薦により、お申込みください。
【申込期間】　令和元（2019）年5月8日（水）～6月4日（火）
※詳しい情報は、当協会ホームページをご確認ください。

個　人　会　員 １口　3,000 円 団　体　会　員 １口　5,000 円

《問合せ先》特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
〒 320-8508　栃木県宇都宮市若草 1-10-6
とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター内
TEL/FAX：028-624-2761
ホームページ：http://www.tochi-shinkyo.org/spo.html

この機関紙は、赤い羽根共同募金の助成金により発行しています。

（H30 年度末現在　
個人会員 28 名、団体会員 26 団体）

初級障がい者スポーツ指導員養成研修会　受講者募集！

中級障がい者スポーツ指導員養成講習会　受講者募集！

【期　　日】　令和元（2019）年7月20日（土）、7月27日（土）、9月22日（日）、11月30日（土）、12月7日（土）
【会　　場】　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンターほか
【受講資格】　本県在住・在勤（在学）の18歳以上の方
【定　　員】　30名（定員を超えた場合は抽選とします。）
【申込方法】　所定の申込書にて、郵送・FAX・メールで当協会までお申込みください。

※申込書は、当協会ホームページからダウンロードできます。
【申込期間】　令和元（2019）年6月2日（日）～6月25日（火）
【必要経費】　参加費5,000円（受講料1,500円、テキスト代3,500円）
※詳しい情報は、当協会ホームページをご確認ください。

【期　　日】　＜前期＞　令和元（2019）年7月10日（水）～7月14日（日）［5日間］
＜後期＞　令和２（2020）年1月22日（水）～1月26日（日）［5日間］

【会　　場】　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
【定　　員】　40名（定員を超えた場合は抽選とします。）
【受講料】　26,000円（前後期分）
【申込期間】　令和元（2019）年5月9日（木）～5月29日（水）
【申込・問合せ先】　公益財団法人日本障がい者スポーツ協会スポーツ推進部山下・冨永

〒103-0014　東京都中央区日本橋蛎殻町2-13-6　ユニゾ水天宮ビル3F
TEL：03-5695-5420MAIL：koshu-entry@jsad.or.jp

※詳しい情報は、当協会ホームページをご確認ください。

第22回全国障害者スポーツ大会 栃木県強化指定選手募集！

各種募集について


