
特定非営利活動法人 栃木県障害者スポーツ協会情報誌　第78号 令和3（2021）年４月15日発行

編集・発行
特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
URL:https://syospo-tochigi .org/
〒320-8508 宇都宮市若草１丁目10番6号
とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター内
TE L . 0 2 8（ 6 2 4）2 7 6 1（FAX兼用）
発 行 人 　 麦 倉 仁 巳

「いちご一会とちぎ大会」に向け
一致団結！

令和2(2020)年度 とちぎ障害者スポーツ推進フォーラムを開催しました！

令和3（2021）年3月27日（土）　 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）

当協会スタッフ手作りの「いちご一会
とちぎ大会」までの「カウントダウンボ
ード」を、わかくさアリーナエントランス
に設置しました！

　3月27日（土）、とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセン
ター（愛称：わかくさアリーナ）において、「とちぎ障害者ス
ポーツ推進フォーラム」を初めて開催し、車いすバスケット
ボールやボッチャなど、全国障害者スポーツ大会正式競技
の関係者約20名の方が参加しました。
　本フォーラムは、多くの関係者が連携・協働し、障害者ス
ポーツの価値やすばらしさを発信し、令和4（2022）年に
本県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会「いち
ご一会とちぎ大会」への参加や観戦につなげることを目的
として開催されました。



　基調講演では、栃木県身体障害者水泳協会の駒﨑茂会長から、
ご自身が両足に障害を追い、障害を乗り越え、全国障害者スポー
ツ大会やリオパラリンピックに出場した経験の中で感じた障害
者スポーツのすばらしさや、ご自身の「いちご一会とちぎ大会」
にかける思いなどについて語っていただきました。
　リオパラリンピックの大舞台でスタートラインに立った際に、
今まで支えてくれた人々への感謝の気持ちが込み上げてきたと
いう話が印象的でした。また、「いちご一会とちぎ大会」を何と
しても成功に導き、障害の有無を気にせずに誰もが暮らせる共
生社会の実現につなげたいと強い思いを語っていました。

　分科会では、個人競技と団体競技に分かれて、各団体・チームの現状や抱えている課題などに
ついて情報交換を行いました。参加者の皆様からは、「他の団体の実情が知れて、とてもためになっ
た。今後の活動の参考になった。」との感想がありました。

令和2（2020）年度 とちぎ障害者スポーツ推進フォーラム
第１部：全体会

第２部：分科会
服部　隆志　氏 梁木　直人　氏

○基調講演：「いちご一会とちぎ大会の成功とレガシーの継承について」
リオパラリンピック・ボート競技(ローイング)日本代表　駒﨑　茂　氏

○ 情報交換会
【アドバイザー】個人競技：駒﨑　 茂 氏

団体競技：増渕 倫巳 氏 (ロンドンパラリンピック車いすバスケットボール男子日本代表選手)

○取組事例発表①：栃木県障がい者陸上競技協会　代表　服部 隆志　氏
○取組事例発表②：全国障害者スポーツ大会サッカー競技栃木県代表チーム　監督　梁木 直人　氏



　栃木県障害者スポーツ大会は、新型コロナウイルス感染症と天候不順の影響により、残念ながら、
３年連続で開催できませんでした。しかしながら、選手が今まで練習で培ってきた成果を発揮できる
ように、令和3(2021)年に開催される第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」や令和
4(2022)年に本県で開催される第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」に出場を
目指す選手を対象に代替競技会を開催しました。（水泳及びボッチャについては、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となりました。）
　今回の代替競技会は、新型コロナウイルス感染症対策を講じて実施し、無事終了することができまし
た。選手、競技役員、ボランティア（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）の皆様にはご協力をいた
だき、ありがとうございました。選手の真剣に試合に挑んでいる姿、ボランティアとしてお手伝いをしてく
れた方、熱心に卓球台の消毒作業の感染症対策等に取り組んでいる競技役員の姿はとても印象的で
した。来年は、本県で「第２２回全国障害者スポーツ大会・いちご一会とちぎ大会」が開催されます。全
国から選手が集まり、熱戦が繰り広げられます。ぜひ、皆さん会場まで足を運んで応援してください。

第１６回栃木県障害者スポーツ大会代替競技会を開催しました!!

<陸上競技>
期日：令和2（2020）年11月23日（月・祝）　
会場：カンセキスタジアムとちぎ（栃木県

総合運動公園陸上競技場）
主管：一般財団法人栃木陸上競技協会
・競技種目
100m、200m（車いす競技者のみ）、
400m、800m、立幅跳、砲丸投

・参加者　88名

＜アーチェリー＞
期日：令和2（2020）年12月13日（日）
会場：宇都宮市みずほの中央公園アーチェリー場
主管：栃木県アーチェリー協会
・競技種目
リカーブ（50m・30m、30m・30m）、
コンパウンド（50m・30m、30m・30m）
・参加者　７名

＜フライングディスク＞
期日：令和2（2020）年12月6日（日）
会場：栃木県総合運動公園第２陸上競技場
主管：栃木県障害者フライングディスク協会
・競技種目
アキュラシー（ディスリート5、ディスリート7）
ディスタンス

・参加者　50名

＜卓球・サウンドテーブルテニス＞
期日：令和2（2020）年12月20日（日）
会場：とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
主管：栃木県卓球連盟
・競技種目
一般卓球・サウンドテーブルテニス

・参加者　49名



令和２(2020)年度障害者スポーツ選手等育成・強化事業報告

令和２(2020)年度 障害者スポーツ教室（わかくさアリーナ講座）を開催しました

（１）個人競技裾野拡大事業

（２）栃木県強化指定選手育成事業　

※第３回は、11月29日(日)、マルワ・アリーナとちぎ(サブ競技場)で開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症の影響により中止となりました。

ボウリング体験会
　ボウリング教室を全3回（11/7、11/14、
11/29）実施しました。参加者からは「と
ても楽しかった。今後も続けたい。」と
の感想がありました。

ボッチャ教室
　令和3(2021)年3月13日(土)に開催しま
した。参加者からは、「また参加したい。」と
の声が多く、大盛況に終わりました。ボッチャ
への関心の高まりが伺えました。

コントロール・アタック教室
　令和3(2021)年3月14日(日)に開催し、
15名の方が参加しました。参加者からは、
「意外と奥が深く、実際に投げてみると難し
い。」との感想がありました。

＜個人競技＞
　　陸上競技、アーチェリー、卓球(STT)、ボウリング、ボッチャ、フライングディスクの６競技について強
化練習会を実施しました。
　　※水泳については、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施できませんでした。

＜団体競技＞
　　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、精神）、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）、グランドソフトボール（視覚）、
　車いすバスケットボール（肢体不自由）７競技について、定期的に強化練習会を実施しました。

（３）特別支援学校等スポーツ活動支援事業
　　特別支援学校、特別支援学級及び普通学級に在籍する障害のある児童、生徒のスポーツに対する
　興味・関心を高めることを目的に、ボッチャの体験会を実施しました。

アーチェリー体験会
　今回の教室では、３名が参加しました。
教室終了後、参加者から講師に対して質問
が多く寄せられ、意欲的でした。

日　時 会　場
第１回 11 月 1 日 ( 日 ) 栃木県立のざわ特別支援学校体育館
第２回 11 月 8 日 ( 日 ) 那須塩原市にしなすの運動公園体育館



上野 悟 氏
令和２(2020)年度（公財）日本障がい者スポーツ協会功労章を受賞！

令和2(2020)年度（特非）栃木県障害者スポーツ協会顕彰受賞者

　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、標記教室を開催します。

　長年にわたり本県の障害者スポーツの普及・発展に多大な貢
献を果たしたことから、上野悟氏が（公財）日本障がい者スポー
ツ協会より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。
　このたびの受賞、心よりお祝い申し上げます。

　( 特非 ) 栃木県障害者スポーツ協会顕彰式が、令和３(2021) 年 3 月 6日 ( 土 ) にとちぎ福祉プ
ラザ特別会議室で行われました。国内外の大会で好成績を収めた１名に優秀選手賞、障害者スポー
ツ競技の指導や普及に尽力した５名に障害者スポーツ功労賞を表彰しました。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、中止又は延期となる場合もあります。

上
うえ
野
の
　悟
さとる
　氏　プロフィール

　平成 8(1996) 年に障がい者スポーツ指導員資格を取得し、以後、県内各地域において指導者として積極的に活動。現在は、上級スポーツ指導員資格
を取得。平成8(1996) 年から平成 18(2006) 年は、「栃木県車椅子バスケットボールクラブ」の活動をサポートした。
　また、「フライングディスク」の普及に熱心に取り組んだ。平成 8(1996) 年には、「栃木県障害者フライングディスク協会」の設立に尽力した。フ
ライングディスクでは、平成 17(2005) 年から現在まで「栃木県障害者スポーツ大会」の競技役員として競技運営で支えている。
　「全国障害者スポーツ大会」では、第 1回大会 (平成 13年度・宮城県 )、第 7回大会 (平成 19年度・秋田県 )、第 14回大会 (平成 26年度・長崎県 )、
第 15回大会 ( 平成 27年度・和歌山県 )、第 16回大会 ( 平成 28年度・岩手県 )に栃木県選手団役員 (フライングディスク担当 )として帯同し、選手
の活躍を支えた。
　現在は、令和 4(2022) 年の第 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、フライングディスクの栃木県強化指定選手の指導に
尽力している。

【障害者スポーツ功労賞】
■阿久津　英隆 (栃木県障害者フライングディスク協会副会長 )
■髙根澤　雅子 (特定非営利活動法人全日本車椅子ダンス協会副理事長 )
■兼弘　真由実 (栃木県障害者フライングディスク協会事務局長 )
■長島　秀明( 栃木県障害者フライングディスク協会理事 )
■君島　雅男( 栃木県ボッチャ協会事務局長 )

【優秀選手賞】
■車いすテニス
　大谷　桃子（2020 年全米オープン車いすテニスの部女子シングルス準優勝）

No. 期　日 時　間 会　場 実施種目
1   6月  9日（水） 10：00～12：00 真岡市総合体育館 アキュラシー、ボッチャ、卓球バレー
2   6月10日（木） 10：00～12：00 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
3   6月16日（水） 10：00～12：00 益子町総合体育館 コントロール・アタック、アキュラシー、卓球バレー
4   6月17日（木） 13：30～15：30 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
5   6月23日（水） 10：00～12：00 鹿沼市TKCいちごアリーナ サブアリーナ アキュラシー、ストラックアウト
6   6月25日（金） 10：00～12：00 芳賀町農業者トレーニングセンター 卓球バレー、
7   7月  7日（水） 10：00～12：00 さくら市喜連川体育館 コントロール・アタック、ストラックアウト、アキュラシー
8   7月18日（日）   9：30～11：00 市貝町旧小貝中央小学校体育館 カローリング

9   9月16日（木） 13：30～15：30 那須塩原市いきいきふれあいセン
ター（多目的ホール） カローリング

10 10月  6日（水） 10：00～12：00 矢板市体育館 コントロール・アタック、ストラックアウト、カローリング
11 11月13日（土） 10：00～12：00 那須町スポーツセンター コントロール・アタック、アキュラシー

令和3(2021)年度 障害者スポーツ教室(市町出前講座)事業開催のお知らせ



第21回全国障害者スポーツ大会　『三重とこわか大会』
【期　日】
　令和3（2021）年10月23日（土）～25日（月）
　※栃木県選手団の派遣期間は、10月21日（木）～26日（火）
　の6日間となります。

【開・閉会式会場】
　三重県総合文化センター＜津市＞

【個人競技及び会場】
競技名 開催地 競技会場名

個
人
競
技

陸上競技（身体・知的） 伊勢市 三重交通 G スポーツの杜　伊勢陸上競技場
卓球（身体・知的・精神）
※サウンドテーブルテニスを含む 伊勢市 三重県営サンアリーナ ( メインアリーナ )

アーチェリー（身体） 松阪市 松阪市総合運動公園　芝生広場
水泳（身体・知的） 鈴鹿市 三重交通 G スポーツの杜　鈴鹿　水泳場
フライングディスク（身体・知的） 東員町 朝日ガスエナジー東員スタジアム
ボウリング（知的） 津市 津グランドボウル
ボッチャ ( 身体 ) 伊勢市 三重県営サンアリーナ（サブアリーナ）

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、令和 3
（2021）年は三重県で開催されます。また、今大会からボッチャ競技が導入されます。
　栃木県では、下記のとおり派遣選手を募集しますが、参加日程が 5泊 6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（身体・知的）、水泳（身体・知的）、フライングディスク（身体・知的）、アーチェリー（身体）、卓球
（身体・知的・精神）（サウンドテーブルテニス（身体）を含む）、ボウリング（知的）、ボッチャ（身体）
■参加資格
　①令和3（2021）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16回栃木県障害者スポーツ大会（令和2（2020）年9月中止）又は第16回栃木県障
害者スポーツ大会代替競技会に申込みした方（ボウリング、ボッチャに応募する方を除く）

　④合同練習会や結団式等の行事（約4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及び

スペシャルオリンピックス日本・栃木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
　令和3（2021）年4月20日（火）～5月18日（火）
■その他
　参加負担金として選手一人当たり7，000円を負担していただきます。

栃木県選手団派遣選手募集

第18回全国障害者スポーツ大会（福井大会）



第１７回栃木県障害者スポーツ大会開催のお知らせ
【期　日】
　令和３（２０２１）年９月２６日（日）
　※�荒天又は新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、主催者と競技主管団体と協議の上、実施
できないと判断した場合は中止とします。

【主　催】
　�栃木県、栃木県教育委員会、宇都宮市、(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】

■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。
　①令和３(2021)年４月１日現在、１２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）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及び

スペシャルオリンピックス日本・栃木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３（2021）年５月１２日（水）～６月３日（木）※必着
■その他
　　第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」への参加者は、原則として、本大会の記
録を勘案します。

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
※アーチェリーは10月10日 (日 )に、ボッチャは12月12日 (日 )に実施予定です。詳細が決まりましたら、ホー
ムページでお知らせしますので、ご確認ください。

会　　場 競　　技

栃木県総合運動公園（宇都宮市）

陸上競技（身体・知的）
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）
水泳（身体・知的）
車いすバスケットボール
卓球（身体・知的・精神）
サウンドテーブルテニス（身体）

那須烏山市緑地運動公園 ( 那須烏山市 ) 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 ( 宇都宮市 ) ボッチャ ( 身体 )

第１３回大会　開会式の様子



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。

【期日(予定)】　令和3(2021)年11月20日(土)、11月27日(土)、12月11日(土)、12月19日(土)
【会　　場】　とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター
【受講資格】　本県在中・在勤(在学)の18歳以上の方
【定　　員】　40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3(2021)年10月5日(火)～10月26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)
 ※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、変更が生じる場合もあります。
 詳しくは、ホームページをご確認ください。

　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、障害者のスポーツ相談、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。

栃木県障がい者スポーツ指導員（初級）講習会　受講者募集！

栃木県障害者スポーツ協会賛助会員募集のお知らせ

個　人　会　員 1 口　3,000 円 団　体　会　員 1 口　5,000 円
（R2年度末現在　個人会員 47名、団体会員 17団体）

寄付のご案内

令和2（2020）年度に中止となった行事

　「ホンダとちの木会」様より、車椅子を寄贈いただきまし
た！いただいた車椅子は、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）のエントランスに設置し、大切
に使わせていただきます。ありがとうございました。
　また、「栃木県オールトヨタ会」様より、コロナ対策のた
め、足踏み式消毒スタンドをいただきました。ありがとうご
ざいました。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、残念ながら下記行事が中止となりました。
・第20回全国障害者スポーツ大会　　　　　・第12回栃木県障害者コントロール・アタック大会
・第16回栃木県障害者スポーツ大会　　　　　・第3回栃木県ボッチャ大会
・卓球バレー教室　　　　　　　　　　　　　・第2回栃木県卓球バレー大会

◆新任職員紹介◆　松本　奈穂　(令和3年4月採用)
より多くの方々に障がい者スポーツに親しんでもらえるよう、普及活動に取り組みたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。


