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※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 [４回実施、うち２回は普通学校]

 　■元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2018 [３回実施]

 　■広報紙発行 [２回]
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4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

プラザ

大田区総合体育館

綾瀬スポーツ公園

上尾運動公園

船橋アリーナ

埼玉県立武道館

水戸市総合運動公園

妻沼運動公園

プラザ、パークレーン高崎

プラザ、パークレーン高崎

ぐんまサブアリーナ

プラザ、パークレーン高崎

安中市立総合体育館

プラザ、パークレーン高崎

パークレーン高崎

プラザ、パークレーン高崎

プラザ

前橋市北部運動場

プラザ

プラザ

プラザ、パークレーン高崎

プラザ

プラザ

前橋市桃ノ木グランド

プラザ、パークレーン高崎

伊勢崎市あずまサッカー場

プラザ

プラザ、パークレーン高崎

プラザ

プラザ

福井県各競技場

プラザ

プラザ

プラザ

プラザ

パークレーン高崎

ぐんまアリーナ

プラザ

プラザ

未定

未定

第18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：聴覚)

第18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18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）

第18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：知的）

第18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：精神）

第18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：視覚）

第18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18回全国障害者スポーツ大会強化練習会①

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会②

群馬県障害者スポーツ大会2018バレーボール競技（精神）

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会③

第１回全日本車椅子ネットボールキャンプ

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会④

群馬県障害者スポーツ大会2018ボウリング競技（知的）

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会⑤

群馬県障害者スポーツ大会2018卓球競技（身体・知的）

群馬県障害者スポーツ大会2018ソフトボール競技（知的）

群馬県障害者スポーツ大会2018フライングディスク競技（身体・知的）

群馬県障害者スポーツ大会2018アーチェリー競技（身体）

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会⑥

群馬県障害者スポーツ大会2018陸上競技(身体・知的)・デモンストレーション(知的）

16日の予備日・群馬県障害者スポーツ大会2018ボッチャ競技（オープン競技）

群馬県障害者スポーツ大会2018フットベースボール競技（知的）

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会⑦

群馬県障害者スポーツ大会2018サッカー競技（知的）

群馬県障害者スポーツ大会2018水泳競技（身体・知的）

第18回全国障害者スポーツ大会強化練習会⑧、結団式

群馬県障害者スポーツ大会2018バスケットボール競技（知的）

第18回全国障害者スポーツ大会出発

第18回全国障害者スポーツ大会参加

第18回全国障害者スポーツ大会帰県、解団式

第２回群馬県車いすテニス選手権大会

第２回群馬県障害者フライングディスク選手権大会（身体・知的）

第２回群馬県障害者卓球選手権大会（身体・知的）

第２回群馬県障害者ボウリング選手権大会（知的）

第41回全国ろうあ者卓球選手権大会

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

第19回全国障害者スポーツ大会個人競技派遣選手選考会議

かがやくパラアスリート活動サポート2019
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元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2017・ボッチャ



　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、障害者スポーツの現状と課題をテーマ

とした講演会開催並びにスポーツの推進と発展に貢献した個人・団体を表彰することにより、

本県の障害者スポーツの普及・発展に寄与することを目的に開催しました。

かがやくパラアスリート活動サポート2018

２ ３

■パラアスリート活動報告

■記念講演

■協会表彰

テーマ『特別支援学校における運動・スポーツの現状と課題について』

●主　催　　群馬県、群馬県障害者スポーツ協会

●協　力　　群馬県肢体不自由児協会

●開催日　　平成30年３月29日（木）

●会　場　　群馬県社会福祉総合センター　B 01会議室

●参加者　　80名

■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

　２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目指し、日々練習に励む

パラアスリートたちを紹介します。

●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　　特定非営利活動法人ハーモニー
　　　　　　　　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
　　　　　　　　峰　岸　　　翔 選手　　第一貨物株式会社高崎支店
●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
　　　　　　　　坂　口　　　潔 選手　　群馬障害者水泳協会
　　　　　　　　奈　良　恵里加 選手　　群馬障害者水泳協会
　　　　　　　　尾　高　広　蔵 選手　　群馬障害者水泳協会
●卓球　　　　　山　岸　勇　太 選手　　
●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
　　　　　　　　川　合　雄　大 選手　　高崎テニスクラブ　前橋市立みずき中学校
　　　　　　　　鳴　海　　　瞭 選手　　高崎テニスクラブ

講  師　萩　原　泰　広 氏

群馬県特別支援学校長会会長

群馬県立聾学校校長

　県内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】

■育成選手
　陸上競技　唐澤　剣也　選手
　（800ｍ、1500ｍ）
■報告主旨
　①練習等の状況
　・日本ブラインドマラソン協会の合宿に参加
　・前橋を拠点にして、王山運動場等で練習
　②主な成績
　・第28回日本パラ陸上競技選手権大会
　　1500ｍ　２位
　・2017ジャパンパラ陸上競技大会
　　800ｍ　２位　1500ｍ　２位

■指導者
　群馬県ボッチャ協会
　周藤　美保　事務局長
■育成選手
　ボッチャ　周藤　穂香　選手
■報告主旨
　①練習等の状況
　・日本ボッチャ協会強化指定選手強化合宿への参加
　・群馬県内または他県で練習
　②主な成績
　・2017バンコクワールドオープン
　　個人戦　10位

　一部のパラアスリート育成選手（または指導者）に29年度の活動状況を報告してもらいました。

■講演の内容

・群馬県内の特別支援学校について

・障害者スポーツ推進に関する国の動き

　について

・特別支援学校から見る課題について

・新たな取り組みの例

「せせらぎクラブ」について

競技種目 氏　　名 功　　　　績所　　属

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

反　町　公　紀

佐　藤　アキナ

福　島　壯　氣

唐　澤　剣　也

大　澤　孝　樹

町　田　天　音

特定非営利活動法人
ハーモニー

群馬県立盲学校

明治安田生命保険
相互会社群馬支社

群馬県立点字図書館

群馬県立盲学校

群馬県立盲学校

　第26回日本パラ陸上競技選手権大会　　　 400m　優 勝
　ドバイ2017アジアユースパラ陸上競技　　100m　３位
　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 　 200m　３位

　平成29年度第24回全国盲学校通信陸上競技大会　100m　優勝
　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　  　立ち幅跳び  優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　ジャベリックスロー　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　　800m　優勝（大会新記録）
　　　　　　〃　　　　　　　　　  1500m　優勝（大会新記録）

　平成29年度第24回全国盲学校通信陸上競技大会　100m　優勝

　平成28年度第23回全国盲学校通信陸上競技大会　800m（区分1）　優勝
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群馬県障害者スポーツ大会2018参加選手の募集

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２６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１８日（土）…　ボウリング　　　　　（知的障害）…　パークレーン高崎
　　　８月２５日（土）…　卓球　　　　　　　　（知的・身体・精神）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　８月２６日（日）…　ソフトボール    　　  （知的障害 ）…　前橋市北部運動場
　　　９月　２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
　　　９月　８日（土）…　アーチェリー　　　　（身体障害）…　　　　　　同　　　　　　上
　　　９月１６日（日）…　陸上競技　　　　　　（身体障害・知的障害）…　同　　　　　　上
　　　　　　　　　　　　　デモンストレーション（知的障害）…　　　　　　同　　　　　　上
　　　９月２４日（月）…　ボッチャ　　　　　　（身体障害）…     　　　　 同　　　　　　上
　　　　　　　　　　　　　※ボッチャはオープン競技
　　　　　　　　　　　　　（１６日（陸上競技、デモンストレーション）の予備日）
　　　９月２８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
　　　９月２９日（土）…　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月３０日（日）…　水泳　　　　　　　　（身体障害・知的障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　１０月　８日（月）…　バスケットボール　　（知的障害）…　群馬県立ふれあいスポーツプラザ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　群馬県立しろがね学園・群馬県立しろがね特別支援学校
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。
　　　　（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19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２０１８を平成３１年１０月１２日（土）から１４日（月）に開催される「第１９回全国障害者
　　スポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会）」の選考会と位置づけ開催する。第１９回全国大会への出場を希
　　望する者は、県大会２０１８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。

■第35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

　障害者スポーツの祭典「群馬県障害者スポーツ大会2018　兼　第19回全国障害者スポーツ
大会『いきいき茨城ゆめ大会』選考会」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。

身体障害者
【個人競技】

【団体競技】 【団体競技】

知的障害者
【個人競技】

精神障害者
【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

バレーボール

陸上競技
水泳・卓球
アーチェリー
フライングディスク
ボッチャ（オープン競技）

卓球

【障害者スポーツ功労　団体】

団　体　名

一般財団法人　群馬陸上競技協会

一般社団法人　群馬県聴覚障害者連盟　
　　　　　　　卓球女子　群馬チーム

公益財団法人　群馬県スポーツ協会

群馬病院デイケアやまもも
ソフトバレーボールチーム

【障害者スポーツ功労　個人】

陸上競技

陸上競技

星　野　幸　一

深　澤　要　三

ゆうあい陸上クラブ

群馬県立桐生特別支援学校

競技種目 氏　　名 所　　属

競技種目 氏　　名 功　　　　績所　　属

陸　上

陸　上

水　泳

水　泳

水　泳

卓　球

卓　球

卓　球

空　手

空　手

空　手

空　手

車いすテニス

アーチェリー

ボウリング

松　土　琴　葉

俣　江　秀　一

由　井　真緒里

奈　良　恵里加

尾　高　広　蔵

牧　山　洋　子

武　藤　暢　久

山　岸　勇　太

福　田　菜　摘

小　暮　愛　子

狩　野　咲　良

今　井　俊　浩

川　合　雄　大

藤　本　佳　史

平　井　恵　美

群馬県立盲学校

群馬障害者水泳協会
前橋市立みずき中
学校

群馬障害者水泳協会

群馬県立しろがね
特別支援学校

（株）上毛新聞社

株式会社ミツバ
富岡工場

サンピエール
病院

前橋市立第六
中学校

アイランド
株式会社

高崎テニスクラブ
前橋市立みずき中学校

有限会社
イーアンドエム

社会就労センター
ぴいす

　平成28年度第23回全国盲学校通信陸上競技大会　800m（区分2）優勝

　平成29年度第24回全国盲学校通信陸上競技大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ソフトボール投げ　優勝

　第34回日本身体障がい者水泳選手権大会　400m自由形　優勝
　ドバイ2017アジアユースパラ水泳競技　　400m自由形　３位
　　　　　　　　〃　　　　　　　　　 　　100m平泳ぎ　３位
　2018パラ水泳春季記録会兼パンパシパラ
　水泳競技大会代表選手選考会　　　　　 　400m自由形　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100m平泳ぎ　優勝

　2017ジャパンパラ水泳競技大会　　　　　50m自由形　優勝
　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　 　100m自由形　優勝
　第34回日本身体障がい者水泳選手権大会　 50m自由形　優勝
　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　 100m自由形　優勝
　2018パラ水泳春季記録会兼パンパシパラ
　水泳競技大会代表選手選考会　　　　　　　50m自由形　優勝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　100m自由形　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　25mバタフライ　優勝
　　　　　　〃　　　　　　　　　 25m平泳ぎ　　　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　一般卓球　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　一般卓球　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　一般卓球　優勝

　第13回全日本障がい者空手道競技大会
　　　　　　　　　　　　形部門カテゴリー（2-2）　　優勝
　　　　　　　　　　　　組手部門カテゴリー（2-2）　優勝

　第13回全日本障がい者空手道競技大会
　　　　　　　　　　　　形部門カテゴリー（1-3）　　優勝

　第13回全日本障がい者空手道競技大会
　　　　　　　　　　　　形部門カテゴリー（1-1-2）　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会　ボウリング　優勝

　第17回全国障害者スポーツ大会
　　　　　　　　リカーブ50m・30mラウンド　優勝

　仙台オープン2017　ジュニアAクラス　優勝
　第34回日本車いすテニス選手権大会　ジュニア大会　優勝

　第13回全日本障がい者空手道競技大会
　　　　　　　　　　　　形部門カテゴリー（1-3-3）　優勝



6

平成29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29年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会を

１月13日（土)、14日（日)、21日（日)、28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。

　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

ボール競技の普及推進を図ることを目的に普及交流会を開催しました。

平成30年知的障害者団体競技普及交流会の開催 

7

元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2017（新町開催）

　市町村、特別支援学校及びスポーツ活動団体との連携のもと、障害者と健常者の交流を通じ

て、障害者スポーツの普及（東京パラリンピックの機運醸成を含む）を図るとともに、障害者

に対する県民の理解を深めることを目的に、次のとおり事業を実施しました。

■期　　日　　平成30年３月４日（日）

■会　　場　　高崎市立新町第一小学校体育館

■競技種目　　ボッチャ、リズムなわとび、スローエアロビ

「パラ駅伝 i n TOKYO 2017」参加

　３月４日（日）駒沢オリンピック公園陸上競技上・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 2018」が開催され、群馬チーム「ぐんまちゃんラン

ナーズ」は多くの声援の中、10位でゴールしました。

■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2.5Km）×８区間　合計約20Kｍ

■参　　加　　１チーム８名（８区間／男女混合）

選　　手

１区　視　　覚　　大　澤　孝　樹
２区　聴　　覚　　藤　塚　みなみ
３区　車いす(女子)　　清　水　愛利萌
４区　健常男子　　吉　田　亮　太
５区　知　　的　　柳　田　尚　樹
６区　肢体立位　　佐　藤　龍　也
７区　健常女子　　新　井　愛　美
８区　車いす(男子)　　福　田　隼　也

役　　員

チーム監督　　深　澤　要　三

視覚伴走者　　髙　　　友　輝

手話通訳者　　千　葉　将　道

知的サポート　　石　井　弘　子

サポート１　　小　池　隼　人

サポート２　　米　川　清　美

■講義内容
（１）障がい者福祉施策と障がい者スポーツ
（２）ボランティア論
（３）障がい者スポーツの意義と理念
（４）安全管理
（５）障がいの理解とスポーツ
（６）(公財）日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ指導者制度
（７）全国障害者スポーツ大会の概要
（８）障がいに応じたスポーツの工夫・実施（車椅子バスケットボール）
（９）障がい者との交流（ボッチャ）

■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

■開催日　平成30年２月25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120名

■結　果　優　勝　高崎おおぞらFC

　　　　　準優勝　AMCO　MATES

　　　　　第３位　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
■開催日　平成30年２月12日 (月)
■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70名
■結　果　男子　優　勝　ブルーウィングＡ
　　　　　　　　準優勝　ブルーウィングＢ
　　　　　　　　第３位　県立高崎高等特別支援学校
　　　　　女子　優　勝　県立高崎高等特別支援学校
　　　　　　　　準優勝　ブルーウィング

第11回群馬県知的障害者
バスケットボール競技普及交流会

第11回群馬県知的障害者
サッカー競技普及交流会
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