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５周年記念事業「かがやくパラアスリート活動サポート2017」

開会あいさつ パラアスリート活動報告

記念講演 協会表彰式
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群馬県障害者スポーツ協会５周年記念事業

「かがやくパラアスリート活動サポート2017」

　パラリンピック・デフリンピック等の国際大会で活躍が期待される障害者アスリート（指導

者を含む）の活動状況を広く県民に周知するとともに、記念講演の開催及び協会表彰を通して、

障害者スポーツの普及と障害者に対する理解を深めることを目的に開催しました。

■主　　催　　群馬県、群馬県障害者スポーツ協会、群馬県人権啓発活動ネットワーク協会
■協　　力　　群馬県肢体不自由児協会
■後　　援　　群馬県教育委員会、(社福)群馬県社会福祉協議会、(公社)群馬県身体障害者
　　　　　　　福祉団体連合会、(一社)群馬県手をつなぐ育成会、(公社)群馬県知的障害者
　　　　　　　福祉協会、(公社)群馬県視覚障害者福祉協会、(一社)群馬県聴覚障害者連盟、
　　　　　　　(公財)群馬県スポーツ協会、群馬県障がい者スポーツ指導者協議会、上毛
　　　　　　　新聞社、朝日新聞社前橋総局、毎日新聞社前橋支局、読売新聞社前橋支局、
　　　　　　　群馬テレビ、ＦＭ  ＧＵＮＭＡ
■開 催 日　　平成29年３月27日（月）
■会　　場　　前橋テルサ「つつじの間」
■参 加 者　　1５0名

■パラアスリート活動報告

■パラリンピック等世界大会をめざすパラアスリートたち
　３年後は東京パラリンピックが開催されます。世界最高峰の舞台をめざし、日々練習に励む

パラアスリートたちを紹介しました。

■陸上競技　　　　福　島　壯　氣 選手　　明治安田生命保険相互会社群馬支社
　　　　　　　　　反　町　公　紀 選手　　群馬県立二葉特別支援学校
　　　　　　　　　佐　藤　アキナ 選手　　群馬県立盲学校
　　　　　　　　　唐　澤　剣　也 選手　　群馬県立点字図書館
■水　泳　　　　　由　井　真緒里 選手　　群馬障害者水泳協会　前橋市立みずき中学校
　　　　　　　　　渡　辺　航　平 選手　　群馬障害者水泳協会　高崎市立塚沢中学校
■卓　球　　　　　山　岸　勇　太 選手　　群馬県立太田高等特別支援学校
■ボッチャ　　　　周　藤　穂　香 選手　　群馬県ボッチャ協会
■ゴールボール　　佐　藤　アキナ 選手　　群馬県立盲学校
■車いすテニス　　福　田　隼　也 選手　　高崎テニスクラブ

　一部の指導者からこれまでの育成選手の活動状況を報告してもらいました。

■指導者
　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　柴　田　安　秀　グループリーダー
■育成選手
　水　泳　　由　井　真緒里 選手
　水　泳　　渡　辺　航　平 選手
■報告要旨
　① 練習等の状況
　・学校終了後、ふれあいスポーツプラザで週３～
　　４回、早朝に月２～３回程度の練習
　・日本身体障がい者水泳連盟主催の育成合宿に参加
　② 主な成績
　由　井　真緒里 選手
　・平成27年度春季水泳記録会兼リオ･デ･ジャネイロ
　　パラリンピック派遣選手選考会 50ｍ自由形 ３位
　　　　　　　　　　　　　　　  100ｍ自由形 ３位
　・2016ジャパンパラ水泳競技大会 50ｍ自由形 ２位
　　　　　　　　　　　　　　　　100ｍ自由形 １位
　　　　　　　　　　　　　　　　100ｍ平泳ぎ ３位
　渡　辺　航　平 選手
　・第29回関東身体障害者水泳選手権大会 100ｍ自由形 ３位
　・第32回日本身体障がい者水泳選手権大会 100ｍ平泳ぎ ３位

■指導者

　群馬県立あさひ特別支援学校

　　寺　町　良　治　教諭

■育成選手

　陸上競技　　福　島　壯　氣 選手（やり投げ）

■報告要旨

　① 練習等の状況

　・土日を中心に前橋市内の大山競技場で練習

　・火～金は助走、ウエイトトレーニング、メディ

　　シンボール使用のトレーニング

　・筑波大学での遠征合宿に参加

　② 主な成績

　・第26回日本パラ陸上競技選手権大会　１位

　　日本新、大会新

　・2015ジャパンパラ陸上競技大会　１位　大会新

　・2016ジャパンパラ陸上競技大会　１位
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■記念講演①

■記念講演②

講師　中　森　邦　男 氏

公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会強化部長

　　　　　兼 日本パラリンピック委員会事務局長

≪主な役職名等≫

■(一社）日本身体障がい者水泳連盟　顧問

■(公財）日本障がい者スポーツ協会公認上級障がい者スポーツ指導員

　・スポーツコーチ

■バンクーバー2010パラリンピック冬季競技大会　日本選手団団長

■ロンドン2012パラリンピック競技大会　日本選手団団長

■ソチ2014パラリンピック冬季競技大会　日本選手団副団長

■リオ2016パラリンピック競技大会　日本代表選手団副団長

テーマ①　『東京パラリンピックをめざすパラアスリートに向けて』

■講演の内容

・平成28年度競技力向上策について

・リオ2016パラリンピック競技大会の報告と東京2020パラリンピック競技大会

　に向けた取り組みについて

・パラリンピックへの道について

≪主なプロフィール≫

■義肢研究員・義肢装具士

■1989年通常の義足に加え、スポーツ義足の製作開始

■1991年切断障害者の陸上クラブ「ヘルス・エンジェルス」

　創設・代表者

■2016年ＮＨＫ「プロフェッショナル」に出演

公益財団法人 鉄道弘済会義肢装具サポートセンター

 　　　　　　　　　　　　　　　義肢装具研究室長

講師　臼　井　二美男 氏
(前橋市出身)

テーマ②　『障害のある人こそスポーツを』

■講演の内容

・日本における陸上競技用義肢の現状について
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■群馬県障害者スポーツ協会表彰

　県内の障害者スポーツの普及・発展に貢献した個人・団体及び障害者スポーツ大会において

優秀な成績をおさめた個人が群馬県障害者スポーツ協会　片野清明会長より表彰されました。

おめでとうございます。　

【優秀スポーツ選手】

【障害者スポーツ功労　個人】 【障害者スポーツ功労　団体】

フットベースボール

水　泳

水　泳

フライングディスク

フットベースボール

水　泳

ソフトボール

バスケットボール

アーチェリー

大　渕　純　男

柴　田　安　秀

司　東　丕　国

福　嶋　　　清

見　供　賢　志

喜　多　正　義

板　倉　美知久

伊　藤　誠　一

須　藤　幸　男

つつじヶ丘学園はなぞの寮

(社福)群馬県社会福祉事業団
群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬障害者水泳協会

群馬県障害者フライングディスク協会

群馬県フットベースボール協会

群馬県水泳連盟

前橋市ソフトボール協会

(一財)群馬県バスケットボール協会

群馬県アーチェリー協会

競技種目 氏　　名 所　　属

群馬大学サークル
ツバサFCコーチングスタッフ

(一社）群馬県聴覚障害者連盟
ゲートボール競技　群馬チーム

ランモード群馬

サッカー

陸　上

ゲートボール

競技種目 団　体　名

競技種目

由　井　真緒里

反　町　公　紀

福　島　壯　氣

増　淵　義　嗣

松　本　　　彬

尾　高　広　蔵

川　嶋　彩　香

遠　藤　　　愁

定　形　勇　希

阿　部　稜　玖

町　田　芳　明

伊　藤　文　佳

関　川　健　二

牧　山　洋　子

山　岸　勇　太

山　口　優香莉

水　泳

陸　上

陸　上

水　泳

水　泳

水　泳

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

水　泳

陸　上

アーチェリー

卓　球

卓　球

フライング
ディスク

・I P C公認2016ジャパンパラ陸上競技大会　やり投げ優勝
・第26回日本パラ陸上競技選手権大会兼リオ2016パラリンピック
　選手選考会やり投げ優勝　

・2016ジャパンパラ水泳競技大会　　　　100m自由形　優勝
・第33回日本身体障がい者水泳選手権大会 100m自由形　優勝
・　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 400m自由形　優勝
・第16回全国障害者スポーツ大会　　　　 50mバタフライ　優勝

・平成28年度　関東聾学校陸上競技大会　400m優勝　800m優勝
・平成28年度　全国聾学校陸上競技大会　800m優勝

氏　　名 功　　　　績所　　属

群馬県立ゆうあいピック
記念温水プール

群馬県立渡良瀬
特別支援学校

・I P C公認2016ジャパンパラ陸上競技大会　200m、400m優勝
・第26回日本パラ陸上競技選手権大会兼リオ2016パラリンピック
　選手選考会　200m、400m（大会新記録）優勝

・第33回日本身体障がい者水泳選手権大会　２種目優勝
・第16回全国障害者スポーツ大会　25m平泳ぎ　優勝

・第33回日本身体障がい者水泳選手権大会　50m背泳ぎ優勝

・第33回日本身体障がい者水泳選手権大会　50mバタフライ優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会　400m優勝　

・第16回全国障害者スポーツ大会　ソフトボール投げ優勝
・　　　　〃　　　　　ジャベリックスロー優勝（大会新記録）

・第16回全国障害者スポーツ大会　ソフトボール投げ　優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会　25m背泳ぎ　優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会　ソフトボール投げ　優勝
・　　　〃　　　　　　　　　　　50m　優勝（大会新記録）

・第16回全国障害者スポーツ大会　リカーブ30mダブルラウンド　優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会　一般卓球　優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会　一般卓球　優勝

・第16回全国障害者スポーツ大会ディスタンスレディース スタンディング優勝

前橋市立
みずき中学校

群馬県立二葉
高等特別支援学校

明治安田生命
保険相互会社

千年竹和紙工房

日清紡ブレーキ(株)

群馬県立しろがね
特別支援学校

群馬県立聾学校

群馬県立二葉
高等特別支援学校

群馬県立二葉
特別支援学校

(株)天の川
ほんわかゆらら

群馬赤城アーチェ
リークラブ

(株）上毛新聞

群馬県立太田
高等特別支援学校

(社福）ゆずりは会

４
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　障害者スポーツの祭典「群馬県障害者スポーツ大会2017」の参加選手を募集します。
日程や競技、参加対象者は次のとおりです。

群馬県障害者スポーツ大会2017参加選手の募集

１　開催趣旨
　　　障害者が本大会を通じて参加者等と交流を深めながら、スポーツの楽しさを体験するとともに、県民の
　　障害者に対する理解を深め、障害者の社会参加を促進することを目的として開催する。

２　主催　　
　　群馬県、群馬県障害者スポーツ協会
３　主管 
　　(社福）群馬県社会福祉事業団、(公財)群馬県スポーツ協会、群馬県精神保健福祉協会、(一財)群馬陸上競技
　　協会・群馬県障がい者陸上競技協会、群馬県水泳連盟、群馬県卓球協会、群馬県ボウリング連盟、群馬県
　　障害者フライングディスク協会、群馬県ソフトボール協会、群馬県フットベースボール協会、(公社)群馬県
　　サッカー協会、(一財)群馬県バスケットボール協会、群馬県アーチェリー協会、群馬県障がい者スポーツ指
　　導者協議会、群馬県ソフトバレーボール連盟
４　後援
　　群馬県教育委員会、群馬県市長会、群馬県町村会、(社福)群馬県社会福祉協議会、(公社)群馬県身体障害者
　　福祉団体連合会、(一社)群馬県手をつなぐ育成会、(公社)群馬県知的障害者福祉協会、群馬県特別支援学校
　　長会、群馬県スポーツ推進委員協議会、群馬県レクリエーション協会、日本精神科病院協会群馬県支部、
　　日本精神科看護協会群馬県支部、群馬県精神障害者社会復帰協議会、群馬県精神障害者家族会連合会、
　　日本赤十字社群馬県支部、上毛新聞社、朝日新聞前橋総局、毎日新聞前橋支局、読売新聞前橋支局、群馬
　　テレビ、ＦＭ ＧＵＮＭＡ
５　協力 
　　群馬県特別支援学校体育研究会、群馬県手話通訳派遣事務所､ 群馬県手話サークル連絡会、群馬県立しろが
　　ね学園､ 群馬県立しろがね特別支援学校、群馬医療福祉大学、日本エアーテック株式会社群馬工場、(株)雨宮
　　製作所、群馬県社会就労センター協議会

６　開始式
　 　各競技実施日には、各競技ごとに開始式を行う。
７　競技

８　競技日程及び会場
　　　７月２７日（木）…　バレーボール　　　　（精神障害）…　ALSOKぐんま総合スポーツセンター
　　　８月１９日（土）…　ボウリング　　　　　（知的障害）…　パークレーン高崎
　　　８月２７日（日）…　卓球　　　　　　　　（身体障害・知的障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　９月１８日（月）…　陸上競技　　　　　　（身体障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　　　　　　　　　　　軽スポーツ　　　　　（身体障害）…　　　　　　同　　　　　　上
　　　９月２４日（日）…　陸上競技　　　　　　（知的障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　　　　　　　　　　　デモンストレーション（知的障害）…　　　　　　同　　　　　　上
　　　　　　　　　　　　　水泳　　　　　　　　（身体障害・知的障害）…　同　　　　　　上
　　　９月２９日（金）…　フットベースボール　（知的障害）…　前橋市桃ノ木川グランド
　　１０月　１日（日）…　フライングディスク　（身体障害・知的障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　　　　　　　　　　　アーチェリー　　　　（身体障害）…　　　　　　同　　　　　　上
　　　　　　　　　　　　　バスケットボール　　（知的障害）…　　　　　　同　　　　　　上
                                    　　　            　　　　　　　　　　　　 群馬県立しろがね学園・群馬県立しろがね特別支援学校
　　　　　　　　　　　　　ソフトボール　　　　（知的障害）…　前橋市北部運動場
　　１０月　８日（日）…　サッカー　　　　　　（知的障害）…　伊勢崎市あずまサッカースタジアム

９　参加資格
　　　参加できる選手は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により身体障害者手帳の
　　交付を受けた者、知的障害者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくはその取得の対象に準
　　じる障害のある者で、次の各号のすべてに該当する者とする。なお、障害の程度は問わない。
（１）年齢
　　　・身体障害者：小学校１年生以上の者。
　　　　　      　　　軽スポーツ以外の全競技については、肢体障害、視覚障害、聴覚障害又は内部障害（ぼ
　　　　　　　　　　うこう又は直腸機能障害）を有する者に限る。
　　　・知的障害者：個人競技は小学校１年生以上の者。
　　　　　　　　　　ただし、陸上競技の800ｍ走及び1500ｍ走は中学校１年生以上の者とする。
　　　　　　　　　　団体競技については中学校１年生以上の者とする。
　　　・精神障害者：中学校１年生以上の者。
　　　　※小学校の児童・中学校の生徒については、就学の有無は問わない。
（２）住所等
　　　県内に現住所を有する者、県内に所在する施設に通所・入所している者、又は県内に通勤・通学する者。

10　第18回全国障害者スポーツ大会（以下「全国大会」という。）に参加をする場合
　　　県大会２０１７を平成３０年１０月１３日（土）から１５日（日）に開催される第１８回全国大会（福
　　井しあわせ元気大会）の予選会と位置づけ開催する。第１８回全国大会への出場を希望する者は、原則と
　　して県大会２０１７に出場する。

11　表彰及び競技の実施方法
　　　各競技の実施要領による。

12　参加申込
　　　参加希望者は、別に定める申込書により、申込期限までに申し込むこと。

陸上競技
水泳・卓球
アーチェリー
フライングディスク
  
軽スポーツ

身体障害者
【個人競技】

【団体競技】

 陸上競技
 デモンストレーション
 水泳・卓球・ボウリング
 フライングディスク

 ソフトボール
 フットベースボール
 サッカー
 バスケットボール

【団体競技】

知的障害者
【個人競技】

精神障害者

【団体競技】
バレーボール

■第34回県民スポーツ祭 群馬県障害者スポーツ大会2017実施要綱
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平成28年度トップアスリート交流事業② 

　トップアスリートが県内の特別支援学校・中学校等において体験授業や講演会を行い、スポー

ツの楽しさ・素晴らしさを伝えることにより、障害者スポーツの普及振興を図ること、また、

障害のある人が、スポーツに取り組む姿を通して、障害者に対する偏見や差別をはじめとした

理解促進・人権啓発を行うことを目的に、次のとおり事業を実施しました。

　競技を通して技術やルールを学ぶとともに、選手間の交流を深め、サッカー競技、バスケット

ボール競技の普及振興を図ることを目的に普及交流会を開催しました。

平成28年度第10回知的障害者団体競技普及交流会の開催 

■主　催　群馬県障害者スポーツ協会
■主　管　群馬県障害者スポーツ協会普及委員
　　　　　及び競技指導者
■協　力　群馬県人権啓発活動ネットワーク協会
■開催日　平成29年2月19日(日)
■会　場　群馬県立ふれあいスポーツプラザ体育室
■対象者　県内に在住又は通学(通勤、通所)する
　　　　　知的障害者
■参加者　約60名
■結　果　男子 優　勝 ブルーウィング　　　
　　　　　　　 準優勝 県立高崎高等特別支援学校  
　　　　　　　 第３位 県立渡良瀬特別支援学校
　　　　　女子 優　勝 COLORFUL BASKETBALL CLUB
　　　　　　　 準優勝 県立高崎高等特別支援学校

■主　催　群馬県障害者スポーツ協会
■主　管　群馬県障害者スポーツ協会普及委員
　　　　　及び競技指導者
■協　力　群馬県人権啓発活動ネットワーク協会
■開催日　平成29年2月19日(日)
■会　場　前橋総合運動公園サッカー場
■対象者　県内に在住又は通学(通勤、通所)する
　　　　　知的障害者
■参加者　約100名
■結　果　優　勝　高崎おおぞらFC・Ａ
　　　　　準優勝　TSUBASA  FC
　　　　　第３位　AMCO　MATES

■開 催 日　平成28年11月30日(水）
■会　　場　群馬県立吾妻特別支援学校
■アスリート　ザスパ群馬アカデミー
■競技種目　サッカー

■開 催 日　平成28年12月8日(木）
■会　　場　群馬県立聾学校
■アスリート　登利平AC　山岸　正範 氏
■競技種目　陸上競技

■開 催 日　平成28年12月15日(木）
■会　　場　伊勢崎市立殖蓮中学校
■アスリート　群馬マジック　高橋俊一郎 選手
■競技種目　車椅子バスケットボール

■開 催 日　平成29年2月17日(金）
■会　　場　群馬県立二葉特別支援学校
■アスリート　群馬マジック　高橋俊一郎 選手
　　　　　　　　　　　　　筑井卯月 選手
■競技種目  車椅子バスケットボール・ボッチャ
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「パラ駅伝 i n TOKYO 2017」参加

　３月12日（日）駒沢オリンピック公園陸上競技場・ジョギングコースにおいて障害者と健常者

がたすきをつなぐ「パラ駅伝 in TOKYO 2017」が開催され、群馬チーム「ぐんま空風RUN」

は多くの声援の中、10位でゴールしました。みなさん、お疲れ様でした。

■主　　　催　　日本財団パラリンピックサポートセンター
■運 営 協 力　　東京陸上競技協会
■駅 伝 距 離　　１区間（各区間共通2.5 Km）×８区間　合計約20Kｍ
■参加チーム　　14都県　17チーム　
■本県チーム　 「ぐんま空風RUN」

選　　手 役　　員

チ ー ム 監 督　　深　澤　要　三

視 覚 伴 走 者　　吉　田　卓　矢

聴覚サポート　　引　田　智　之

知的サポート　　小　池　隼　人

サ ポ ー ト １　　石　原　　　舞

サ ポ ー ト ２　　木　村　亮　輔

１区　視　　覚　　矢　嶌　琳　汰
２区　聴　　覚　　吉　田　和　輝
３区　車いす(男子)　　村　岡　諒　哉
４区　健常女子　　後　藤　理　那
５区　知　　的　　峰　岸　　　翔
６区　肢体立位　　柿　沼　浩　朗
７区　健常男子　　髙　　　友　輝
８区　車いす(女子)　　清　水　愛利萌

平成28年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

　障害者スポーツ指導者の確保を目的に平成28年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を

１月14日(土)、15日(日)、21日(土)、22日(日)の日程で開催し、受講生20名が講義・実技を通

じ、障害者スポーツの導入に必要な基礎知識・技術を学びました。

障害者スポーツサポーターバンク運営

　障害者スポーツへの支援体制を強化するため、群馬県障害者スポーツ協会が取り組むスポーツ

の普及推進及び競技力向上に協力する意思のある方を募集します。

●対 象 者　　協会が開催する障がい者スポーツ指導員養成講習会を終了した方又は、
　　　　　　　協会が適任者であると認めた方。
●登録方法　　登録申請書によりお申し込みいただき、適任者と判断された場合は障害
　　　　　　　者スポーツバンクに登録し、協会から登録証が発行されます。
●登録期間　　登録期間は２年間とし、４月１日から３月31日までとします。
●登録更新　　協会の事業に、最低でも年１回以上協力活動を行った方。
●活動内容　　群馬県障害者スポーツ協会が取り組むスポーツ行事への協力など。
　＊詳しくはホームページをご覧ください。
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群馬県障害者スポーツ協会

群馬県障害者スポーツ協会からのお知らせ（平成29年度主な行事予定）

＊上記以外に次の事業を実施予定。
　◆トップアスリート交流事業　８回（派遣先：特別支援学校及び小・中学校）【派遣希望に基づき日程調整】
　◆元気ぐんまの障害者スポーツフェスタ2017　４地区（中・北・西・東毛）（候補競技種目：ボッチャ、
　　ゴールボール、フライングディスク、ボウリング等）【上期に実施予定】
　◆第２回障がい者陸上競技体験イベント・記録会（県立陸上競技上）【下期に実施予定】

                         事　　　　業　　　　名 曜日  日 月       　　会　　場

15・16

22

23

22

23

29

30

12

13

13

3・4

3・4

10

17

9

15

22

27

29

5

10

19

26

27

16

18

24

29

30

1

1

8

14

14

26

28～30

31

未　定

未　定

2・3

未　定

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

土・日

土

日

土

日

土

日

金

土

土

土・日

土・日

土

土

日

土

土

木

土

土

木

土

土

土

土

月

日

金

土

日

日

日

土

土

木

土～月

火

土・日

深谷市総合体育館

プラザ・パークレーン高崎

同上

浦和駒場スタジアム

千葉県総合スポーツセンター

県立敷島陸上競技場

県立敷島陸上競技場

プラザ

千葉ポートアリーナ

山梨県（未定）

千葉ポートアリーナ

栃木県（未定）

パークレーン高崎

プラザ・パークレーン高崎

プラザ

サンピア高崎

プラザ・パークレーン高崎

ぐんまアリーナ

プラザ・パークレーン高崎

プラザ・パークレーン高崎

県総合スポーツセンター

パークレーン高崎

プラザ・パークレーン高崎

プラザ

プラザ

プラザ

プラザ

前橋市桃ﾉ木川グランド

プラザ

プラザ・しろがね特支

前橋市北部運動場

あずまサッカースタジアム

プラザ・パークレーン高崎

プラザ

プラザ

愛媛県内競技場

プラザ

県立高崎高等特支

未定

ヤマト市民体育館前橋

プラザ

第17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：知的)

第17回全国障害者スポーツ大会個人競技派遣候補選考記録会（陸上を除く）

上記の予備日

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(サッカー：知的)

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(フットベースボール：知的)

第17回全国障害者スポーツ大会陸上競技派遣候補選考記録会

上記の予備日

第17回全国障害者スポーツ大会個人競技派遣選手選考会議

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(バレーボール：精神)

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(バレーボール：聴覚)

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(車椅子バスケットボール：身体)

第17回全国障害者スポーツ大会関東ブロック地区予選会(グランドソフトボール：聴覚)

パラアスリート等発掘・育成のための第1回群馬県障害者ボウリング選手権大会

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会①

パラアスリート発掘・育成のための第1回群馬県障害卓球選手権大会

パラアスリート発掘・育成のための第1回群馬県車いすテニス選手権大会

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会②

群馬県障害者スポーツ大会2017　バレーボール競技(精神)

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会③

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会④

県障害者スポーツ大会2017参加団体打合せ会議

県障害者スポーツ大会2017　ボウリング（知的）

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会⑤

県障害者スポーツ大会2017　卓球（知的・身体）

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会⑥

群馬県障害者スポーツ大会2017　身体陸上・軽スポーツ

群馬県障害者スポーツ大会2017　知的陸上・水泳・デモンストレーション

群馬県障害者スポーツ大会2017　フットベースボール

第16回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会⑦

群馬県障害者スポーツ大会2017　フライングディスク・アーチェリー・バスケットボール

群馬県障害者スポーツ大会2017　ソフトボール

群馬県障害者スポーツ大会2017　サッカー

第17回全国障害者スポーツ大会派遣選手強化練習会⑧

第17回全国障害者スポーツ大会結団式

第17回全国障害者スポーツ大会出発

第17回全国障害者スポーツ大会参加

第17回全国障害者スポーツ大会帰県・解団式

第18回全国障害者スポーツ大会サッカー競技関東ブロック地区予選会県選抜第1次選考会

パラアスリート等発掘・育成のための第1回群馬県フライングディスク選手権大会

関東障害者卓球選手権群馬大会選考会議

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会（4日間）
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