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群馬県障害者スポーツ協会
一般社団法人

■令和元年度パラアスリート活動報告会■

　○目　　的　パラリンオリンピック・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の活動状況を周知するとともに、講演会や協会表彰

　　　　　　　を行うことにより、障害者スポーツの普及推進を図ります。

　○期　　日　令和２年３月17日（火）

　○会　　場　未定

＊第36回県民スポーツ祭　群馬県障害者スポーツ大会2019

＊群馬県ボッチャ指導者養成講習会

＊元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2019（８月開催）

＊第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」

＊ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権デフフットサルワールドカップ2019 in スイス

　　本県出場選手による群馬県庁表敬訪問

＊令和元年度トップアスリート交流事業

＊群馬県障害者スポーツ選手権大会

＊目指せ！未来のアスリートわくわく運動プロジェクト

＊群馬県知的障害児サッカースクール開催

＊賛助会員の皆様に感謝いたします

＊お知らせ（事業案内）
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　群馬県ふれあいスポーツプラザ副館長の

柴田安秀さんが令和元年７月23日 (火) に

インドネシア2018アジアパラ競技大会水泳

での指導功績を称え柴山昌彦文部科学大臣

より表彰されました。

◎ おめでとうございます ◎

■令和元年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会■

　○目　　的　障がいの基本内容を理解し、スポーツの導入に必要な基本知識・技術を

　　　　　　　身につけ、実践にあっては健康な安全管理を重視した指導ができる人材

　　　　　　　を育成することを目的に、(公財)日本障がい者スポーツ協会から委託を

　　　　　　　受けて開催する講習会です。

　○期　　日　令和２年２月１日(土)、２日(日)、15日(土)、22日(土）

　○会　　場　群馬県立ふれあいスポーツプラザ会議室及び体育室

■第３回群馬県障害者水泳選手権大会 兼 第29回ふれあい水泳大会記録会■

　○期　　日　令和２年２月16日（日）

　○会　　場　群馬県立ふれあいスポーツプラザプール

■元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ　第２回吉岡フェスタ■

　○目　　的　市町村や障害者団体及びスポーツ活動団体と連携し、身近な地域で障害

　　　　　　　の有無にかかわらずスポーツを体験・交流してもらうスポーツフェスタを

　　　　　　　開催し、県民の障害のある人への更なる理解促進を図るとともに人権啓

　　　　　　　発を行います。

　○期　　日　令和２年１月19日（日）

　○会　　場　吉岡町立吉岡中学校
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第36回県民スポーツ祭　群馬県障害者スポーツ大会2019

陸上競技

バスケットボール

サッカーボウリング

卓　　球 フライングディスク

バレーボール

ボッチャ

水泳競技

アーチェリー フットベースボール

　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に次のとおり

開催しました。

陸上競技

開催期日 競　　技　　名 会　　　場 参加者数

6／30（日）

7／ 4（木）

8／17（土）

8／24（土）

8／31（土）

9／ 1（日）

9／15（日）

9／22（日）

9／27（金）

9／29（日）

10／ 6（日）

ソフトボール（知的障害）

バレーボール（精神障害）

ボウリング（知的障害）

卓球（身体・知的・精神障害）�

ボッチャ�

                  

アーチェリー（身体障害）

陸上競技（身体・知的障害）

デモンストレーション（知的障害）

フットベースボール（知的障害）

サッカー（知的障害）

水泳競技（身体・知的障害）

バスケットボール（知的障害）

フライングディスク（身体・知的障害）

雨天のため中止

A L S O K ぐんまアリーナ

パークレーン高崎

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬県立ふれあいスポーツプラザ
同　　上

前橋市桃ノ木川グランド

伊勢崎市あずまサッカースタジアム 

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

同　　上

－　

62名

297名

92名

17名

      

８名

739名

38名

97名

94名

133名

69名

226名
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ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権による群馬県庁表敬訪問
デフフットサルワールドカップ2019 i n スイスによる群馬県庁表敬訪問

　11月７日 (木) から11月15日 (金) まで開催された「ドバイ2019世界パラ陸上競技選手権大会」

に唐澤剣也選手が出場しました。

　11月９日(土)から11月16日(土)まで開催された「デフフットボールサルワールドカップ2019

inスイス」に設楽武秀選手と鎌塚剛史選手が出場しました。

　この大会に先立ち、10月29日 (火) に 唐澤剣也選手、設楽武秀選手、鎌塚剛史選手が群馬県庁を

訪問し、津久井副知事、並びに群馬県障害者スポーツ協会川原会長より激励をいただきました。

令和元年度トップアスリート交流事業

　国際大会等で活躍しているトップアスリートが県内の特別支援学校等において体験授業や講

演会を行い、スポーツの楽しさや素晴らしさを伝えることにより、障害者スポーツの普及推進

を図ることを目的に次のとおり事業を実施しました。

■期　　日　令和元年９月30日(月）
■会　　場　群馬大学附属特別支援学校
■アスリート　群馬クレインサンダーズ
         　　　（プロバスケットボールチーム）
■競技種目　バスケットボール
■内　　容　アスリート実演・体験交流

■期　　日　令和元年10月24日(木）
■会　　場　群馬県立二葉高等特別支援学校
■アスリート　高崎ボッチャクラブ
■競技種目　ボッチャ競技
■内　　容　アスリート実演・体験交流

■期　　日　令和元年11月14日(木）
■会　　場　群馬県立館林高等特別支援学校
■アスリート　群馬クレインサンダーズ
        　　　（プロバスケットボールチーム）
■競技種目　バスケットボール
■内　　容　アスリート実演・体験交流

■期　　日　令和元年11月25日(月）
■会　　場　群馬県立沼田特別支援学校
■アスリート　ビックカメラ女子ソフトボール高崎
■競技種目　ソフトボール
■内　　容　アスリート実演・体験交流　　

元気県ぐんまの障害者スポーツフェスタ2019 (前橋市開催)

　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。

第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」

　10月12日 (土) から10月14日 (月) に予定されていた第19回全国障害者スポーツ大会「いき

いき茨城ゆめ大会」は、台風19号接近に伴う影響を考慮し、全日程が大会史上初の中止となり

ました。ご協力頂いた関係者の皆様に厚く御礼申し上げますとともに、選手の皆様の今後の

ご活躍を期待しています。�                                          

■群馬県選手団　66名（選手38名、監督・コーチ20名、本部役員８名）

※順不同、選手名のみ掲載しました

＊水泳（５名）
　三村　友則、川端　千恵子、奈良　恵里加、
　髙沢　勇太、小林　唯

＊アーチェリー（１名）
　藤生　隆

＊卓球（６名）
　武藤　暢久、木村　さくら、須藤　愛菜、茂木　拓己、

　津田　彩花、松本　幸大郞

■結団式（10／５） ■解団式（10／12）

群馬県ボッチャ指導者養成講習会

　第36回県民スポーツ祭群馬県障害者スポーツ大会2019

ボッチャ競技を開催するにあたり、審判及び指導者を養成

することを目的に実施しました。

＊ボウリング（３名）
　西山　竜矢、平井　恵美、鈴木　麻里子

■期　　日　令和元年８月10日（土）

■会　　場　正田醤油スタジアム群馬　補助陸上競技場

■開催種目　伴走・タンデム、車椅子バスケットボール

■主　　催　一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会

■主　　管　群馬県ボッチャ協会

■期　　日　令和元年８月11日（日）

■会　　場　群馬県立ふれあいスポーツプラザ　体育室

■参 加 者　42名

◎唐澤剣也選手2020東京パラリンンピック代表内定

11月14日に開催された世界パラ陸上の世界選手権5,000ｍで

唐澤 剣也選手が15分48秒21のタイムで銅メダルを獲得し、

2020東京パラリンピック代表に内定しました。

＊陸上競技（17名）
　柿沼　浩朗、阿部　稜玖、懸　陽介、津久井　陶太、

　高橋　皓大、矢嶌　琳汰、小林　未鈴、
　佐久間　捷伍、鈴木　祐輝、増田　優輝、畑佐　光輝、
　金子　幹大、小林　麻衣、遠藤　愛斗，日置　優、
　角田　響太、長岡　吟兒

＊フライングディスク（６名）
　木村　達喜、豊島　亜南、須田　悠司、山田　一聡、

　清水　眞由、福安　匠子
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群馬県障害者スポーツ選手権大会

　障害者スポーツの競技力を高めることを希望する障害者が日頃の練習の成果を競うことによ

り、選手として更なる競技力向上につなげることで障害者スポーツの推進を図るとともに、障

害者の社会参加と障害者に対する県民の理解を促進することを目的に開催しました。

目指せ！未来のアスリートわくわく運動プロジェクト

　2028年に群馬県で開催される国民体育大会・全国障害者スポーツ大会において活躍が期待

される小学生以下の子どもを対象として、競技体験やスポーツ教室などを実施し、両大会の周

知を図ることを目的として実施されたこの事業で、車椅子バスケットボール、フライングディ

スク、車椅子スラローム、ボッチャの体験をしていだだきました。

■主　催　群馬県、(公財）群馬県スポーツ協会

■後　援　群馬県教育委員会、(一社）群馬県障害者スポーツ協会、(社福）群馬県社会福祉

　　　　　事業団、敷島パークマネージメントＪＶ、上毛新聞社、群馬テレビ、エフエム群馬

■開　催　令和元年11月23日 (土・祝)、11月24日 (日）

■会　場　A L S O K ぐんまアリーナ、武道館

競　技　名 開催期日 会　　場 参加者数

卓球

車いすテニス

ボウリング

フライングディスク

11月９日（土）

11月10日（日）

11月16日（土）

11月17日（日）

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

パークレーン高崎

群馬県立ふれあいスポーツプラザ

38名

6名

12名

35名

7

群馬県知的障害者サッカースクール開催

　県内の知的障害者サッカー競技の普及を図るとともに、この事業を通じて今後の全国障害者

スポーツ大会関東ブロック予選会の選抜選手の発掘・育成につなげていくことを目的に次の

とおり開催しました。

■主　　催　一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会

■主　　管　障害者サッカースクール実行委員会

■後　　援　群馬県、群馬県教育委員会

■協　　力　群馬県中学校体育連盟、群馬県特別支援学校体育連盟、

　　　　　　高崎健康福祉大学、群馬県立桐生特別支援学校

今後とも、当協会の趣旨にご賛同いただき、ご協力くださる会員を随時募集しています。

　　◆年会費：団体　１口　5,000円から　　◆個人　１口　1,000円から

ご協力のほどよろしくお願いいたします。

一般社団法人群馬県障害者スポーツ協会　会員一覧（令和元年12月1日現在　敬称略・順不同）

　障害者スポーツの普及、拡大を図り、障害者の社会参加や福祉向上に寄与するという本協会

の活動にご賛同し、入会していただきました。皆様の温かいご支援に感謝いたします。

○団体会員の皆様

　高崎経済大学陸上競技部ＯＢＯＧ会、群馬県ボッチャ協会、株式会社ＪＴＢ群馬支店、

　健康夢友クラブ、株式会社北栄、有限会社ヤマゴ看板店、特定非営利活動法人上州アス

　リートクラブ、ＮＰＯ法人群大クラブ、株式会社六本木商店、群馬マジック、松本印刷

　工業株式会社、株式会社登利平、学校法人大出学園支援学校若葉高等学園、とるねーど、

　株式会社群馬イートレンド、有限会社かみじょう、三喜産業株式会社、株式会社ライフ

　システム、茂呂こども園

○個人会員の皆様

　寺町良次、片野清明、高橋俊一郎、柿沼浩朗、大澤良夫、木下康明、三田　功、

　金井美枝、板倉美知久

＊＊＊＊＊　団体賛助会員及び個人賛助会員のご加入をお待ちしています　＊＊＊＊＊

賛助会員の皆様に感謝いたします

開 催 日

会　　場

参加人数

令和元年10月26日（土) 令和元年12月７日（土)

群馬県立桐生特別支援学校 高崎健康福祉大学

14人 24人

第１回　 第２回
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