
　令和4（2022）年に開催する第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向け
て、団体競技【バスケットボール(知的)、車いすバスケットボール(肢体)、ソフトボール(知的)、
フットベースボール(知的)、グランドソフトボール(視覚)、バレーボール(聴覚)、バレーボール(知
的)、バレーボール(精神)、サッカー(知的)】のチームの紹介と県民の皆様に向けたメッセージを
いただきました。各チームは、「いちご一会とちぎ大会」に向けて、日々練習に励んでいます。
県民の皆様、応援よろしくお願いします。
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目指そう、強化指定選手！ 目指そう、金メダル！
令和４(２０２２)年１０月２９日（土）～１０月３１日(月)



いちご一会とちぎ大会（第22回全国障害者スポーツ大会）会場地一覧



＜今年度における各競技の強化指定選手数＞
◦個人競技（70名）
陸上競技29名、水泳10名、アーチェリー1名、卓球10名（うちSTT1名）、
フライングディスク11名、ボウリング6名、ボッチャ3名

◦団体競技（159名）
バスケットボール＜知的＞（男子14名、女子7名）、車いすバスケットボール＜身体＞12名、
バレーボール＜聴覚＞（男子11名、女子9名）、バレーボール＜知的＞（男子11名、女子13名）、
バレーボール＜精神＞13名、サッカー＜知的＞22名、ソフトボール＜知的＞17名、
フットベースボール＜知的＞14名、グランドソフトボール＜視覚＞16名

○「アスリートゴールドリーダー」とは、本県で開催する第 22回全国障害者スポーツ大会「いち
ご一会とちぎ大会」に向けて、選手の取組意欲及び競技力の向上を目的として昨年度から開始
された制度です。
○強化指定選手は、１年ごとに更新し、今年度は、個人競技 70名・団体競技 159 名の総勢 229
名がアスリートゴールドリーダーとして 8月に任命されました。

○第 22 回全国障害者スポーツ大会栃木県強化指定選手「アスリートゴールドリーダー」の任命式
を開催する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止しました。

◆栃木県では、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に向けて、障害者ス
ポーツ選手等の育成・強化を図るための基本計画「TOCHIGI CHALLENGE PLAN」を策
定し、平成27年度から開催までの期間を「拡大期」「育成期」「強化期」に分け、「競技す
る人を増やす取組」や「競技力を高める取組」を段階的、計画的に行い、今年度から「強化
期」に入りました。
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「強化指定選手制度」は
「強化期」の目玉の事業じゃ！



バスケットボール
(知的・男子)

ソフトボール
(知的・男女混合)

車いすバスケットボール
(肢体・男女混合)

グランドソフトボール
(視覚・男女混合)

バスケットボール
(知的・女子)

フットベースボール
(知的・男女混合)

・練習日：月２回程度、日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
　　　　　宇都宮青葉高等学園
・指導者：総監督（宮岐節雄）
　　　　　監　督（塩田創）
　　　　　コーチ（金子聡）
・特　徴…　選手同士で意見を出し合い、

チーム全体はもちろん個々の能
力を高め合えるチームです。

・練習日：月1回程度、土曜日
・場　所：宇都宮市内
・指導者：監　督(藤平仁)
　　　　　コーチ(黒川愛理華)
　　　　　コーチ(阿久津勝俊)
・特　徴…　チーム発足６年目でしょうか。新

たな選手も加入し、原石だった選
手も日々の練習の成果で打撃、守
備が磨かれ成長が止まりません。
また、選手間の意思疎通も次第に
自然体になり互いに気を配ってい
たチームも今では家族のように朗
らかなチームになりました。

・練習日：週３回程度、水・金・土・日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
　　　　　宇都宮市サン・アビリティ－ズ
・指導者：監督（大塚弘之）
　　　　　マネージャー（半澤利江）
　　　　　トレーナー（畠山瑞季・生駒広美）
・特　徴…　20代から40代まで幅広い選手

層で、男女問わず楽しく車いすバ
スケットボールを競技しています。

・練習日：月２回程度、日曜日
・場　所：栃木県立盲学校　校庭
・指導者：監督兼選手(落合明)
　　　　　コーチ(相吉澤一裕)
・特　徴…　18歳の青年から70歳を超え

る方までいるチームで和気あい
あいとやっています。

・練習日：月２回程度、日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
・指導者：総監督（宮岐節雄）
　　　　　監　督（湯澤千春）
　　　　　コーチ（猪瀬有喜）
・特　徴…　人数は少ないチームですが、

チーム一丸となって明るく元気
に前向きに練習に取り組んでい
ます。

・練習日：月1回程度、土曜日
・場　所：とちぎ福祉プラザわかくさ広場など
・指導者：監　督（橋本剛）、コーチ（床井正志）
　　　　　コーチ（小林元）、コーチ（荒井良子）
・特　徴…　チームを結成して4年が経ち当

初は、経験者もなく、ゼロからのス
タートでした。学生が中心だった
チームも、今や社会人中心のチー
ムになり、関東大会では、出場三
度目にして三位になるなど、成長
を期待させる若いチームです。

　選手たちは各市町から集まっています。
ハードな練習ですが、前向きに取り組み、大
好きなバスケットボールが上手くなりたいと
いう一心で日々努力しています。
　今後は、試合経験を積み重ね、強いチーム
を目指します。応援よろしくお願いします。

　まだまだ勝利に拘る精神力はありません
が何をすべきなのかを考えることが出来る
様になりました。とちぎ大会に向け、チー
ム一丸となって県民の皆様と共に勝利する
喜びを分かち合うチームになります。

　2022年のいちご一会とちぎ大会では、県民
の皆様に車いすバスケットボールの見どころ
である、車いす同士の激しいぶつかり合いやス
ピーディーな車いす操作などの魅力と、栃木
県チームの最後まで諦めないプレー、楽しむプ
レーをお見せいたします。
　是非、応援及びサポートをいただき、一緒に
2022年いちご一会とちぎ大会を楽しみましょう。

　みんなそれぞれの体力でまずは1点から
と勝利を目指して頑張っています。
　練習場所は広くて自然豊かなところで、
ボール拾いが大変です。手伝ってくれる人
募集しています。

　日々の練習で蓄えた力をいちご一会とち
ぎ大会で発揮したいと思います。最後まで
ベストを尽くして勝利を獲得します。選手
は随時募集しています。一緒にバスケット
をやりたい人はぜひ見学しに来てください。

　フットベースボールは、キックベース、つま
りサッカーボールで行う野球です。
　選手たちは、いちご一会とちぎ大会に向け、
良い成績が収められるよう、レベルアップに励
んでおります。県民の皆様、ぜひ、フットベー
スボールを知っていただき、応援の程、よろし
くお願いします。

栃木県強化指定チームの紹介①



バレーボール
(聴覚・男子)

バレーボール
(知的・女子)

バレーボール
(知的・男子)

サッカー
(知的・男女混合)

バレーボール
(聴覚・女子)

バレーボール
(精神・男女混合)

・練習日：月２回程度、日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
・指導者：監　督(綱本浩司)
　　　　　コーチ(塩谷由美子)
　　　　　マネージャー(國井恵子)
・特　徴…　20代から50代まで幅広い年

齢層のバレー好きの集まり。練
習も試合も楽しんでいます。

・練習日：月２〜３回、　土曜日又は日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
・指導者：監督（外松広美）、コーチ（岩田美茶）
　　　　　マネージャー（中村由美子）
・特　徴…　バレーボール初心者から経験

者までが参加しています。昨年度の
関東大会では、３位に入賞しました。
2022年に栃木県で開催される全国
障害者スポーツ大会に向けて、「元
気！最後まで粘り強く！思いやりの心！」
をテーマに練習に励んでいます。

・練習日：月１回、土曜日又は日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
　　　　　宇都宮青葉高等学園
・指導者：監督（渡邉哲郎）、コーチ（佐山輝）

マネージャー（鈴木俊信）
・特　徴…　結成３年目の知的障害男子バ

レーボールチームです。月１回の
練習では、選手全員で楽しく練習
しています。徐々に上達してきた
ところで、「関東大会で1勝」を目
標に練習に励んでいます。

・練習日：月2〜３回程度、土曜日又は日曜日
・場　所：河内運動公園多目的広場
　　　　　鬼怒川運動場（さくら市）
・指導者：代表（種倉寛）、監督（梁木直人）
　　　　　コーチ(特別支援学校教員や宇都

宮市役所職員など)
・特　徴…　幅広い年齢層のチームメイトとの

関わり、サッカーを通した人のつながり
（県外チーム選手との交流）、サッカー
の楽しさ等を実感しながら、選手１人１
人が向上心をもって頑張っています。

・練習日：月２〜４回、日曜日
・場　所：わかくさアリーナ
　　　　　ブレックスアリーナ
・指導者：監督(北村和久）、コーチ（佐々

木渉）、マネージャー（大沢美
佐季・小倉友紀子）

・特　徴…　聴覚障害で、年齢関係なく、
楽しく練習しています。全国障
害者スポーツ大会で優勝できる
ように頑張りたいと思います。

・練習日：月1〜２回、土曜日
・場　所：わかくさアリーナ
・指導者：監　督（石田朗）
　　　　　コーチ（土田弘子）
　　　　　マネージャー（毛塚美代子）
・特　徴…　ルールは６人制です。ソフト

バレーボールを使用しており、
初心者も取り組みやすい競技で
す。男女混合で、幅広い年齢層
のメンバーが活動しています。

　コロナの影響により今まで積み上げたも
のは崩れ落ち、目標さえ見失いそうになり
ました。しかし、今は限りある時間の大切
さと当たり前のありがたみを教えてくれた
と思います。選手がもっと気持ちよくバ
レーができるような環境づくりをしていき
たいと思います。

　いちご一会とちぎ大会での優勝を目指し、
練習に励んでいます！一緒に戦ってくれる選手、
指導者を募集中です。また、練習相手になって
くれるチームも募集しています。興味がある
方、体験、見学も大歓迎ですのでぜひお気軽
にお問い合わせください。

　「いちご一会とちぎ大会」では、ベンチ
メンバーも含め全員バレーで挑みます。選
手が力を合わせて、レシーブからスパイク
につなげる本気の姿を見てください。強化
練習会の見学・体験も大歓迎です。

　「応援されるチーム」になることを掲げ、いち
ご一会とちぎ大会ではベスト4以上を目標にし
ています。
　現在チームでは、選手を募集（対象：中学生
以上）しています。サッカーを続けたいが続け
る場所がない、サッカーをやりたい活動場所が
ない等、チームの活動に興味がある方はぜひ
一度練習会に参加してください。

　聴覚障害で、バレーボールをしてみたい
方、または指導してくれる方を募集してい
ます。いちご一会とちぎ大会、一緒にやっ
てみませんか。
　良い結果が残せるよう、ベストな状態で
大会に挑みたいです。

　試合に向けて練習を頑張っています。応
援してください。まだまだ知名度の低い競
技ですので、ぜひ見学に来ていただき、多
くの方に知ってもらいたいです。練習相手
も募集しています。よろしくお願いします。

栃木県強化指定チームの紹介②



栃木県障害者スポーツ協会のホームページをリニューアルしました

栃木県障害者スポーツ協会

ホームページアドレス
https://syospo-tochigi.org/

待て、待て、マウス！
栃木県障害者スポーツ協会を

検索するニャン。

ここから、
わかくさアリーナの
予約、空き状況などが

見れるワン。

新着情報を
チェックしてね。



お知らせ
教室・大会の開催について

中止となった行事
・第20回全国障害者スポーツ大会、各団体競技関東ブロック地区予選会
・第16回栃木県障害者スポーツ大会　
・令和２(2020)年度栃木県強化指定選手（アスリートゴールドリーダー）任命式　
・令和２(2020)年度栃木県障害者スポーツ教室（市町出前講座）

※申込方法、締切等の詳細については、当協会ホームページをご確認ください。

　令和２(2020)年度に開催予定だった第20回全国障害者
スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」は、新型コロナウ
イルス感染症の影響で令和５(2023)年に特別大会として
開催することが決まりました。

第20回全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」について
開催年 開催地 

令和２(2020)年 鹿児島 
（延期） 

令和３(2021)年 三重 
令和４(2022)年 栃木 
令和５(2023)年 鹿児島 
令和６(2024)年 佐賀 

2023年に 
鹿児島開催 

第２回栃木県
卓球バレー大会
＜期日＞
1月30日（土）
＜会場＞
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)

【卓球バレー教室】
＜期日＞
1回目　1月16日（土）
2回目　1月23日（土）
＜会場＞
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)

第12回栃木県障害者
コントロール・アタック大会
＜期日＞
3月14日（日）
＜会場＞
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)

【コントロール・アタック教室】

＜期日＞
 2月27日（土）
＜会場＞
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)

第16回栃木県障害者スポーツ大会代替競技会
(ボッチャ)
＜期日＞
2月20日（土）
＜会場＞
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)

【ボッチャ教室】
＜期日＞
1回目　2月  6日（土）
2回目　2月13日（土）
＜会場＞
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)



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。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。

賛助会員のご紹介
皆様からの温かいご支援ありがとうございます

賛助会員募集のご案内

個　人　会　員 １口　3,000 円 団　体　会　員 １口　5,000 円

（令和2年10月31日現在　掲載に同意を得た個人会員27名、団体会員14団体）
　氏名の掲載を希望されない方のお名前は控えさせていただいております。
その他、多くの方々に会員登録していただきご支援ありがとうございます。

　当協会では障害者スポーツ大会の開催及び第22回全国障害者スポーツ大会出場に向けた選手の
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、講習会や普
及活動、またスポーツ・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・ご支援いただける企業・団体・個人の皆様を賛助会員として募集してお
ります。賛助会員へのご加入につきましては、お気軽に事務局までお問合せください。

(社福)エルム福祉会 小山市水泳協会 大田原市身体障害者福祉会

(株)大和義肢製作所 鹿沼市手をつなぐ育成会 佐野市体育協会

認定NPO法人
チャレンジド・コミュニティ 電機連合栃木地方協議会 (株)デンソーテン小山製作所

栃木市身体障害者福祉会連合会
岩舟支部 栃木県水泳連盟 (公財)栃木県スポーツ協会

(一社)栃木県バスケットボール協会 (社福)渡良瀬会　らふ

団体（法人） ※敬称略

※敬称略個人

会員の種類及び会費について

青木　和枝 青木　敏久 伊澤　源水
薄井　幸子 梅山　博行 大金　雪子
小澤　洋子 加藤　朋子 川村　博行
木下　卓己 佐伯　陽子 佐藤　直久
澁谷　貢一 菅谷　　薫 髙田美代子
髙根澤利夫 髙根澤雅子 土田　弘子
粒来　紀男 内藤　　進 仲田　盛一
畑澤　真弓 服部　隆志 針谷　良七
広瀬　　浩 村上　八郎 八木澤義雄


