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会　長　福　留　史　朗

ごあいさつ

平成２6年度を振り返って

平成２６年度もアスリートの勇気や強い意思が私達に興奮や感動を与えてくれました。また、国や

県に置いても障がい者スポーツが大きく変わることを予感させる年度ではなかったでしょうか。

国では、パラリンピック（以下、パラ）事業や全国障害者スポーツ大会（以下、全スポ）主管省庁

が厚生労働省から文部科学省に替わりました。そのため全スポは大会目的が自立、社会参加に加えス

ポーツの価値も追求する大会となりました。１１月に被爆地・長崎県で開催された第１４回大会は「平

和の尊さ」を全ての参加者が感じるものでした。鳥取県からは正式競技、オープン競技に５７名と近

年で最大の選手団を派遣しました。成績は、個人競技のみのメダル獲得となりましたが、金メダル

１１個を含む２４個のメダル（前回大会は１９個）を獲得し、県スポーツ推進計画に示されたメダル

獲得率の目標値６０％を上回る７２％と近年で最高の成績となりました。選手、スタッフの日々の頑

張りに感謝をします。しかし、団体競技も含め全国との差が大きい競技もあり、競技団体と一体の対

策が必要と考えています。

さて今年度は「すべての県民が豊かなスポーツ文化を享受できる鳥取県」の姿を目指す向こう１０

年の「県スポーツ推進計画」の初年度と成りました。障がい者スポーツがほとんど盛り込まれていな

かった旧計画に比べ新計画では「障がい等を問わず誰もが適性等に応じてスポーツに参画する」視点

をふまえて基本方針が定められています。計画の確実な実行が障がい者のスポーツ環境向上に繋
つな

がる

と考えています。

同じく初年度となった「障がい者スポーツ競技力向上事業」は、２０２０年東京パラ大会や国際、

国内ハイレベル大会を目指す個人、団体競技の選手強化、普及を行う事業として都道府県単位で初

めて行う事業となったこともあり全国的な注目を集めました。関係者は「県民の皆さんから期待され

ている」ことをより自覚しなければいけません。２０２０年東京パラには必ず県からメダリストを輩

出したいと思っています。そして交流２０周年を迎えた韓国、江原道に初めて役員、選手５名を派遣

し、卓球競技で交流し友情を深めました。全ての選手が初の海外で言葉や食事などの違いに戸惑いは

ありましたが、スポーツの力が壁を取り払ってくれ、スポーツが世界共通の文化であることを選手は

学んだと思います。韓国との障がい者スポーツ交流は国、各都道府県でほとんど行われておらず、

２０１８年冬季オリンピック・パラリンピック開催地、江原道との交流は日韓の障がい者スポーツの

扉を開く交流と成ったと思います。

さらに全国初となった国体と全スポの県選手団合同結団式は「鳥取県スポーツ界の一体感」を全国

に示しました。今後も県体育協会との好循環を築いていきたいと思います。

平成２６年度は「鳥取県から日本の障がい者スポーツを変える」スタートの年度に成ったのではと

思っています。そして、障がい者のスポーツ活動が今後の鳥取県の社会意識向上を促す一助に成れば

と思います。

最後となりましたが、今後も鳥取県障がい者スポーツ協会事業への皆様の温かいご支援を賜ります

ことを、心よりお願い申し上げます。
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９月１４日、コカ・コーラウエストスポーツパーク（布

勢運動公園）で、ロンドンパラリンピックに出場された

廣道純選手を招き、障がいのある競技者１１５人（内

車いす競技者６０人）、その他の競技者７４２人、合計

８５７人が参加して実施しました。

県内において、スポーツ活動をされる障がい者及び保

護者等の関係者の依頼により、障がい者スポーツ指導員

を派遣し、指導やアドバイス等を行います。平成２６年

度は、262回・826人（平成２７年３月６日現在）を

派遣しました。 1 １月１日～３日に長崎県で開催されました。今回

は国体と合同の県選手団結団式を行いました。詳細

は 6 ～７ぺ－ジに記載されています。

8 月 2 日～ 3 日の 2 日間、倉吉体育文化会館にて日

本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導員（初

級）養成講習会を地域の障がい者スポーツ振興を促進

することを目的として実施しました。期間中、「障がい

者スポーツの意義と理念」等の講義やフライングディ

スク等の実技を実施しました。修了された３４人の指

導員としての今後のご活躍が期待されます。

身体障がいの部は 3 地区でニュースポーツ（パット

ゲームスター・フライングディスク・カローリング）

の体験教室、知的障がいの部は５校交流会、精神障が

いの部はソフトバレ―ボール、フットサルの交流会を

実施しました。

◆第２６回鳥取さわやか車いす＆
　湖山池マラソン大会　

◆障がい者スポーツ指導員派遣事業

◆第１４回全国障害者スポーツ大会　
　「長崎がんばらんば大会」

◆日本障がい者スポーツ協会公認
　障がい者スポーツ指導員（初級）養成事業

◆スポーツ教室開催事業

講習会の様子

大会当日の様子

各種大会等の開催

平成 26 年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業報告 

結団式の様子

応援のぼり 陸上チーム集合写真

控室の様子 長崎離県の様子

身体障がいの部・
東部教室の様子
(パットゲームスター）

身体障がいの部・
西部教室の様子
(カローリング）

身体障がいの部・
中部教室の様子

(フライングディスク )

精神フットサル
交流会の様子
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卓球 水泳

陸上競技

フライングディスク大会

フライングディスク

ふうせんバレーボール大会

ボウリング

アーチェリー

グラウンド・ゴルフ大会

関係団体が開催された大会
●第５２回鳥取県身体障害者体育大会
　７月１２日（土）　どらドラパーク米子市民体育館
　選手３５０人　関係者５６人　合計４０６人

●平成２６年度精神障がい者バレーボール大会
　鳥取県大会（第１３回）
　１１月２９日（土）　倉吉体育文化会館
　選手４７人　関係者２８人　合計７５人

●第６回鳥取県障がい者卓球大会
　１１月３０日（日）　鳥取産業体育館
　選手３６人　関係者１０人　合計４６人

●第２回鳥取県ふうせんバレーボール大会
　7月２６日（土）　米子産業体育館
　選手１４９人　関係者４５人　合計１９４人

●第２１回鳥取県手をつなぐスポーツ祭り
　１０月１１日（土）　鳥取県民体育館
　選手５１４人　関係者２０９人　合計７２３人

●第４回鳥取県障がい者フライングディスク大会
　７月１２日（土）　ハワイ夢広場
　選手４６人　関係者１７人　合計６３人

●第６回鳥取県障がい者グラウンド・ゴルフ大会
　１０月５日（日）　潮風の丘とまり
　選手８３人　関係者３７人　合計１２０人

●第２回鳥取県障がい者水泳選手権大会
　9月２８日（日）　県立米子屋内プール
　選手４０人　関係者３０人　合計７０人

●２０１４中国・四国身体障害者陸上競技大会
　6月２９日（日）　どらドラパーク　東山陸上競技場
　選手７２人　関係者７６人　合計１４８人

5 月１０日に卓球、１７日に水泳・ボウリング、１８日に陸上・フライングディスク・アーチェリーの 6 競技を実施し、

延べ２１２人が参加しました。また、強化練習会・合宿を開催しました。

◆第１４回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会 (個人種目 )、練習会・強化合宿
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加 盟 団 体 紹 介 ―下記 16 団体が加盟しています―

新規加入団体の声

団体名 役員 会員数 問い合わせ先

鳥取県車椅子バスケットボール協会
会長 浜崎　晋一　  

理事長 福永　幸男
２９人

〒６８２－０９４６　倉吉市横田４９７　福永様方

電話　０９０－１３５９－６４８８

鳥取県身体障害者アーチェリー協会
会長 石原　純之輔　

事務局 足立　直行
８人

〒６８４－００３３　境港市上道町２３９

電話　( ０８５９) ４２－２３８７

鳥取県障がい者卓球協会
会長 中尾　晋一　 

事務局長 安養寺　立志
２４人

〒６８０－１２０２　鳥取市河原町布袋１３３－２

電話　( ０８５８) ８５－０２３８

グランドソフトボールクラブ
会長 市川　正明　 　　　　

事務局長 岡本　宏
２６人

〒６８３－０００１ 米子市皆生温泉３－１８－３　県営屋内プール

電話  ( ０８５９) ３５－４３３６

鳥取県聴覚障害者バレーボールクラブ
会長 福本　和巳　 

事務局長　戸羽　伸一
１３人

〒６８０－０８４１ 鳥取市吉方温泉三丁目７０１　鳥取市文化センター 

鳥取県ろうあ団体連合会　　電話  ( ０８５７) ３２－６０７０

鳥取県障がい者水泳協会
理事長　澤　昌一　

事務局　坂口　恵津子
３１人

〒６８０－０９０９　鳥取市賀露町南１－８－３２

電話　（０８５７） ２８－５７３９

鳥取県障がい者フライングディスク協会
理事長　山本　徳広　

事務局　斎尾　智恵里
２０人

〒６８０－２２１２　東伯郡北栄町下種５０１

電話　（０８５７） ３７－３６４９

鳥取県障がい者陸上競技協会
会長　山本　透　　

理事長　中尾　茂
２６人

〒６８９－１３１３　鳥取市佐治町加瀬木３６６

電話　（０８５８） ８８－０６１６

鳩友会スポーツクラブ
会長　平田　晶子　

事務局長　大森　浩至
３６人

〒６８９－３５４３　米子市蚊屋３４３

電話　（０８５９） ２７－３４１１

サウンドテーブルテニスクラブ
会長  市川　正明　

事務局長　 岡本　宏
１６人

〒６８３－０００１ 米子市皆生温泉３－１８－３　県営屋内プール

電話  ( ０８５９) ３５－４３３６

鳥取県障害者フットベースボールクラブ
代表　八渡　和仁　

事務局　伊藤　雄介
３６人

〒６８２－００１８　倉吉市福庭町１丁目３６５－２

電話  ( ０８５８) ２６－７５３０

鳥取県スポーツチャンバラ協会
会長　上村　忠史　

事務局長　水田　靖子
８０人

〒６８２－０００２　倉吉市中江３１４－１６

電話　（０８５８） ２６－２２９１

鳥取県ふうせんバレーボール協会
代表　角　千春　

事務局長　川井　千賀
３９人

〒６８３－０８０２　米子市東福原８－２５－１８

電話　（０８５９） ３４－５０８９

鳥取県障がい者ボウリング協会
会長　前田　八壽彦　

事務局長　森　修治
１７人

〒６８０－０８０１　鳥取市松並町２丁目１３５

鳥取スターボウル内　電話　（０８５７） ２７－５６５６

鳥取県障がい者ソフトボール協会
会長　長坂　則翁　

事務局長　石井 憲太郎
２０人

〒６８２－００４１　倉吉市河北町６０　サフラン２０３

電話　（０９０） １０１９－５０８６

鳥取県精神障がい者バレーボール協会
会長　佐藤　義人　

事務局長　田崎　昌宏
４１人

〒６８３－０８５３　米子市両三柳６８７－３　９号

電話　（０９０） ２０００－４４０３

鳥取県障がい者ソフトボール協会　　　 事務局長　石井　憲太郎

本協会は平成２６年春に設立されたフレッシュな団体です。野球や

ソフトボールに魅せられた選手やスタッフが集い、月１回中部地区で

の練習会を実施しています。ソフトボールという好きなスポーツをす

るために集まった仲間とワイワイと、または時に締まった雰囲気の中

で練習することを楽しく感じています。全国大会出場という大きな夢

を持ちながら、まずは中国予選“１勝”を実現させたいです。

鳥取県精神障がい者バレーボール協会����事務局長　田崎　昌宏

鳥取県精神障がい者バレーボール協会は、平成２６年４月に設立し、

現在会員は４１名です。主な活動は、東中西部にある各チームでの練

習会（月１～４回）や合同練習会を年３～４回実施しています。

精神障がい者バレーボールは、一般のバレーボール競技規則に準じ

て行われますが、ソフトバレーボール（糸巻きタイプ）を使用する・

試合中少なくとも 1 名以上の女性プレーヤーが出場しないといけない

（男女混合）といった独自ルールもあります。また全国障害者スポーツ

大会の正式競技にもなっています。協会設立からまだ間もなく、全体

での活動は少ないですが、これからどんどん交流の場を広げていきた

いと思います。
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第１４回全国障害者スポーツ大会「長崎がんばらんば大会」選手団記録一覧

【個人競技】

★陸上競技

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

前島　　博之 鳥取県立鳥取聾学校教 走高跳 １ｍ８６ｃｍ １位 走幅跳 ６ｍ０５ｃｍ １位

前島　　浩二 千代三洋工業 砲丸投 １３ｍ５１ｃｍ ２位 ジャベリックスロー ４８ｍ８１ｃｍ ２位

原田　　靖浩 広大産業 砲丸投 １２ｍ１４ｃｍ ３位 ジャベリックスロー ３０ｍ１４ｃｍ ５位

　　土橋　　　　蘭 鳥取県立白兎養護学校 １００ｍ ２３秒９４ ３位 立幅跳 １ｍ１６ｃｍ １位

山﨑　　祐次 センコースクールファーム鳥取 ジャベリックスロー ４６ｍ６９ｃｍ １位

　　谷　　　　悠聡 鳥取県立米子養護学校 １００ｍ １２秒３０ ３位 ２００ｍ ２４秒９６ １位

岡野　　大地 かめの会作業所 １５００ｍ ４分２３秒６２ ３位 ８００ｍ ２分１４秒１１ ４位

藤井　　真夜 鳥取県立米子養護学校 １００ｍ １４秒０９ １位 ２００ｍ ２９秒６３ ３位

山﨑　祐次 ・ 谷　悠聡 ・ 岡野　大地 ・ 藤井　真夜 ４×１００ｍリレー ５１秒５８ ５位

★水泳

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

小田　　裕史 わかとり作業所 ２５ｍ自由形 １６秒３５ ４位 ５０ｍ自由形 ３５秒５２ ５位

村田　　静也 村田治療院 ２５ｍ平泳ぎ ２１秒６５ １位 ２５ｍバタフライ ２４秒２４ １位

★アーチェリー

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位

寺坂　　真一 鳥取県身体障害者アーチェリー協会
コンパウンド５０ｍ ・ 

３０ｍＲ
６６４点 １位

★卓球

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位

福田　　裕樹 鳥取県立倉吉養護学校 一般卓球 ３点 ２位

有田　　愛子 鳥取県東部県税事務所 一般卓球 ４点 ３位

★フライングディスク

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

小林　　泰朗 真和会桜苑
アキュラシー 
ディスリート５

７投 ４位
ディスタンスメンズ 

シッティング
３１ｍ０６ｃｍ ４位

　　岡本　　　　崇
鳥取県

障がい者フライングディスク協会
アキュラシー 
ディスリート５

７投 ２位
ディスタンスメンズ 

シッティング
３３ｍ６０ｃｍ ２位

谷口　　敬子 ツーウェイシステム （株）
アキュラシー 
ディスリート５

８投 ２位
ディスタンスレディース 

スタンディング
４２ｍ０３ｃｍ １位

★ボウリング

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位

植田　　良介 鳥取県厚生事業団すずかけ 壮年男子 ５９１ １位

波多野　晃雄 遊歩吾亦紅 青年男子 ６１９ ３位

【団体競技】

種目名 結　果 記　録

バレーボール （聴覚障がいの部） １回戦敗退 （セットカウント） １- ２　福岡市

ふうせんバレーボール （オープン競技） ２位

個人競技選手数 １８ 【獲得メダル数】

団体競技選手数 １９ 金メダル １１

役　員　数 ２５ 銀メダル ６

選手団合計 ６２ 銅メダル ７

選手団団長 福留　史朗 合計 ２４

旗　手 谷口　敬子

●ツーウェイシステム（株）　谷口　敬子 (フライングディスク、旗手 )
今年で全国障害者スポーツ大会に 4 度目の参加でした。今回は旗手ということも

あり、いつも以上に練習にも熱が入りました。開会式当日はとても緊張しましたが、

何とか役目を果たすことができ、また競技においても出場した 2 種目でメダルを取

ることが出来ましたので、とてもよい体験ができました。

第１４回全国障害者スポーツ大会に出場して
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●県立米子養護学校　藤井　真夜（陸上競技）
   私は、今回の大会が２度目の参加でした。初めて長崎に行くことができて良

かったです。陸上競技で３種目に出場しましたが、１００ｍは１位で２００ｍ

は３位でした。上位に入れてうれしかったです。リレーは一生懸命走りました。

上位には入れなかったけど、頑張って走れました。とても楽しかったです。

第１４回全国障害者スポーツ大会の様子

開会式入場行進

バレーボール（聴覚障がいの部）

ボウリング（波多野晃雄選手）

フライングディスク
（ディスタンス・谷口敬子選手）

ふうせんバレーボール

卓球（有田愛子選手）

アーチェリー（寺坂真一選手）

陸上競技（走高跳・前島博之選手） 陸上競技（リレー）

●米子市　大谷　豊（ふうせんバレーボール）
　「ヨッシャ―、ナイス、ドンマイドンマイ」歓声と檄が飛び交う長崎市民体育館、鳥取

選抜チームが燃えた平成２６年１１月２日は、メンバーの一人として、集中・一喜一憂・

感動の連続でした。昨年の夏以降は、月３～４回・１日２～３時間の練習を重ね大会に

臨み、チームワークは対戦した６チームの中でも、傑出していたと自負できます。

　若年、中高年、年代も様々な鳥取選抜チーム、監督・コーチ・選手の心が一つになり声

の限りの大声援を背に、目標に向かい戦ったひとときでした。今、あの日あの一瞬を思

い振り返りながら、高齢者・障がい者・健常者・若年者と誰でも一緒に楽しめるスポーツ

であるふうせんバレーボールをこれからも追い続けます。

●県立倉吉養護学校　福田　裕樹（卓球）
　長い期間の大会で大変だったけど、試合では１勝できて良かったです。

他の県の人とも話をすることができて良かったです。
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全国障害者スポーツ大会の団体競技予選会に、鳥取県は次の６種目に出場しました。

今年度はバレーボール（聴覚）チームが久々の本大会出場権を勝ち取りました。

全国障害者スポーツ大会団体競技中国四国ブロック予選会結果

谷口　彰 選手　表彰

ソチ2014パラリンピック冬季大会アルペンスキー複合男子スーパー複合に日本代表として出場さ

れ、見事 7 位に入賞された鳥取市出身の谷口彰選手へ、各種表彰が 4 月 4 日に行われました。今回の

ソチ大会で現役引退を発表されましたが、これまでの競技生活は障がい者スポーツの発展に大きく貢献

し、県内障がい者の励みになるものでした。引退後におかれましても、益々のご活躍をお祈りいたします。

【表彰内容】

●鳥取県障がい者スポーツ協会長より特別賞　　●鳥取県知事よりスポーツ顕彰（障がい者スポーツでは初）

●鳥取市長よりスポーツ表彰特別賞 　　　  　　●鳥取県体育協会長より特別賞 　

競技 期日 会場 試合結果 順位等

バレーボール 
（聴覚）

２６. ５. １７（土） 
   ～１８（日）

高知県 ・ 高知県立県民体育館
（リーグ戦） 鳥取県２－０岡山県 
　　　　　　　鳥取県２－０山口県

優勝 
※本大会出場

バスケットボール 
（知的男子）

２６. ５. １７（土） 
   ～１８（日）

愛媛県 ・ 伊予三島運動公園体育館
（１回戦） 鳥取県２１１－０愛媛県 
（準決勝） 鳥取県１５－１４０岡山県 
（３位決定戦） 鳥取県４８－９０広島市

４位

グランドソフトボール
（視覚）

２６. ５. １７（土） 
   ～１８（日）

広島県 ・ 広島県立
広島特別支援学校グラウンド

（１回戦） 鳥取県０－８山口県 
（３位決定戦） 鳥取県２－１９岡山県

４位

ソフトボール 
( 知的 )

２６. ５. １０（土） 
   ～１１（日）

島根県 ・ 石見海浜公園グラウンド
（１回戦） 鳥取県５－１９島根県 
（交流戦） 鳥取県２４－０広島県

フットベースボール
（知的）

２６. ５. １０（土） 
   ～１１（日）

山口県 ・ きらら博記念公園 
多目的グラウンド ・ 多目的ドーム

（１回戦） 鳥取県０－２０岡山県 
（交流戦） 鳥取県０－２４愛媛県

バレーボール 
( 精神 )

　２６. ６.　７（土） 
   　　　 ～８（日）

高知県 ・ 高知県立
春野総合運動公園体育館

（１回戦） 鳥取県１－２高知県 
（交流戦） 鳥取県２－０徳島県

鳥取県障がい者
スポーツ協会より

特別賞受賞

鳥取県よりスポーツ顕賞受賞 鳥取市よりスポーツ表彰特別賞受賞

平井県知事ご夫妻、
県障がい者スポーツ協会職員と

記念撮影

母校・鳥取城北高校の職員たちと
記念撮影
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～国際大会出場報告～

アジア ・オセアニア大会に参加して
(開催地：ニューカレドニア )

鳥取県スポーツチャンバラ協会　　広芳　寛治

　平成２６年７月２３日～７月２９日までアジア・オセアニア大会に日本代表として初めて参加しました。

同行する本部の先生には、僕のことを知ってもらえていたので初めての海外遠征でも安心して試合に臨むこ

とが出来ました。これまでの練習やチームメートからの応援が僕を支えてくれました。そのためどんなに相

手国の応援がすごくても試合に集中することができました。この結果が団体戦金メダル、個人戦銅メダルに

つながったと思います。外国の選手にも来年またこの大会で会おうと言われて、ますます頑張ろうと思いま

した。

　強化選手に指定され、たくさんの人と交流するこ

とができ、応援してくれる人も増えました。そして

僕を目標にしてくれる後輩もできました。練習も、

本部の先生に直接指導を受けることができ、自信も

付きました。何よりも世界チャンピオンと対戦して

も緊張せずに試合をすることができました。

　鳥取から全国へ、そして世界で活躍できる選手に

なることが今の目標です。そのために、これからも

努力を重ねていきたいです。そして「スポーツチャン

バラ」を多くの人に知ってもらえる機会になればい

いなと思います。

スペシャルオリンピックスを知っていますか？

・陸上（米子）　・水泳（米子）

・卓球（鳥取、米子、湯梨浜）

・ボウリング（鳥取）  

・年間２０回程度の練習会を

　実施しています。

・ファミリー主催の交流会を実施

　しています。

・バザーを実施し地域の方々との 

　交流をします。

【連絡先】　スペシャルオリンピックス日本・鳥取事務局
　　　　　〒 680-0846 鳥取市扇町２１　県民ふれあい会館（鳥取駅付近） TEL･FAX 0857-30-6858

・多くの来賓を招き総合開会式を実施します。

・年間２回の競技会、発表会を実施しています。

・全員入賞の喜びを分かち合います。

・世界大会、全国大会、地区大会等があります。

★日常的なスポーツトレーニング ★可能性を広げる
　新しい取り組み

★成果の発表の場である競技会



10

福留会長挨拶 全体集合の様子 選手宣誓

11 月 16 日（日）鳥取県立倉吉体育文化会館にて、「第 3 回鳥取県障がい者スポーツフェスティバル」を開催し

ました。今回は卓球・卓球バレー・フライングディスク・ボッチャ・ふうせんバレーボール・スポーツチャンバラ・

パットゲームスター（以上 7 種目は大会を行い 1 位から 3 位までを表彰）・羽根っこ・スカットボールを実施しまし

た。当日は約 370 名の参加があり、会場は大いに盛り上がりました。

第 3回鳥取県障がい者スポーツフェスティバルの様子

第 3 回 鳥取県障がい者スポーツフェスティバル

準備体操 卓　球

スカットボール

フライングディスク

卓球バレー

パットゲームスター ふうせんバレーボール

ボッチャ

会場全体の様子

スポーツチャンバラ

羽根っこ 表彰式
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●鳥取市　須嵜　良孝　（パットゲームスター役員）

私は、第 3 回鳥取県スポーツフェスティバルにパットゲームスターの運営委員として参加致し

ました。

パットゲームスターは鳥取県発祥の屋内スポーツで、年齢に関係なく狭い場所で誰でも気軽に

楽しめるスポーツです。当日は多数の参加者があり、盛大に行うことができました。

参加された皆様は、高得点が出ると大きな声で喜び競技を楽しんでおられました。午後の体験

会では、車いすの方も体験され「今回初めて来た。体験して面白かった。来年もぜひ参加したい。」

と話され、担当している者として心強く感じました。

競技の参加者をもっと増やすことによって、鳥

取県の障がい者スポーツ発展につながるものと信

じています。

また、この大会を通じてもっとたくさんの方々

に障がいの有無や年齢に関係なく、一緒に楽しめ

るスポーツがたくさんあることを知ってもらえる

よう、私も機会があるごとに運営に協力していき

たいと思っております。

第 3 回鳥取県障がい者スポーツフェスティバル参加者の声

●倉吉市　伊東　祐志　（卓球バレー役員）

私は、第 1 回鳥取県障がい者スポーツフェスティバルから運営役員としてはもちろん、競技者

側としても参加しています。

運営委員としては卓球バレーを担当していましたが、年齢・性別を問わず参加できることもあ

り、いつも家族全員で参加しています。この時期が近づくと自然と子どもたちから声がかかります。

午後からは色々なスポーツを体験できるという事もあり「今年は○○をしてみたい！」、「去年は

残念だったけど今年こそは！」など子どもたちにとっても楽しみなイベントの一つになっています。

子どもたちはどのスポーツでもルールをあっという間に覚え、他の競技者の方と楽しむ姿が見

受けられ、私たち夫婦も楽しむ事ができました。

チームスポーツを通じて心と心を通わせ、そう

してできる心のゆとりが健康へとつながると思っ

ています。

障がいの有る・無いに関わらず、みんなと一緒

に楽しむ事ができるこのイベントも同じく、これ

からも今まで以上に障がい者スポーツの普及・発

展に努めていきたいと思っています。
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●定例スポーツ教室のご案内●
東部・中部・西部各地区において、障がい者定例スポーツ教室を開催しています。

県立障害者体育センター、県立倉吉体育文化会館、米子サン・アビリティーズではどなたでも楽し

めるニュースポーツを、どらドラパーク米子水泳場・倉吉市営温水プールでは水中運動を、鳥取産業

体育館ではニュースポーツ・水中運動共実施いたしました。

※平成２７年度につきましては現在検討中ですので、ご了解くださいませ。

◆水曜日

13:30 ～ 15:00

17:00 ～ 18:45

◆月 2 回土曜日

13:30 ～ 15:00

鳥取県立障害者

体育センター、

しらはま交流センター

（鳥取市湖山町西にて）

（平成２６年度実績）

◆ニュースポーツ

木曜日

13:30 ～ 15:00

◆水中運動

年間 19 回

（主に火曜日）

13:30 ～ 14:30

鳥取産業体育館

（鳥取市天神町）にて

（平成２６年度実績）

◆月曜日

13:30 ～ 15:00

倉吉体育文化会館

（倉吉市山根）にて

（平成２６年度実績）

Ｈ２6年度
障がい者レクリエーション

スポーツ教室

中部スポーツ教室東部スポーツ教室

◆日曜日

15:00 ～ 16:00

倉吉市営温水プール

（倉吉市駄経寺町）にて

（平成２６年度実績）

中部障がい者
水泳教室

◆火曜日

12:30 ～ 13:30

どらドラパーク

米子水泳場

（米子市東山公園）にて

（平成２６年度実績）

西部
障がい者水泳教室

◆土曜日

９:30 ～ 11:30

米子サン・アビリティーズ

（米子市皆生温泉）にて

（平成２６年度実績）

西部スポーツ教室

東部スポーツ教室の様子

中部障がい者水泳教室の様子

H ２６年度

障がい者レクリエーション
スポーツ教室の様子
（ニュースポーツ）

西部障がい者水泳教室の様子

H ２６年度

障がい者レクリエーション
スポーツ教室の様子

（水中運動）

中部スポーツ教室の様子

西部スポーツ教室の様子
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スポーツ教室に参加して

●米子市　秋田　眞作子
　スポーツ教室に参加する前は、家に居て気持ちや体力の不安との毎日でした。でも土曜日のスポーツ教室

に参加してみようと友人から声がかかり、参加してみると楽しさを味わい、動きの悪かった自分の体が「ウソ」

のように変わってきました。本当に自分でも信じられない気持ちになりました。

この教室に参加して、人と人との会話、楽しさ、笑顔でチームプレーする事。それが私にとって最高の「元気

の素」になりました。これからも皆さんと一緒に楽しく参加していきたいと思っております。

●倉吉市　石田　麻衣子 (保護者)
　娘は発達遅滞で現在、小学５年生です。中部水泳教室に参加して２年目になりました。

　以前は、小学校のプールの授業でも、小プールに入れませんでした。そこで、大プールに入れるといいな！

何か余暇を楽しめればいいな！という思いで水泳教室に通い始めました。

　最初は、初めての市営プールに極度の怖がりな娘は、コーチや私の声掛けにもイヤイヤと言っていました

が、回をかさねることに、プールに入れて、プールサイドをつたって歩

けました。さらには手を持ってもらい、補助付きですがバタ足をやった

り、この２年間本当にスモールステップですが、上達しました。

　しかし、何より楽しんでプールに入れるようになったこと、学校でも

大プールに入れるようになったことは、水泳教室に通って本当に良かっ

たなと思います。極度の怖がりで通常のプール教室では諦めていたので、

娘の状態や気持ちを優先に考えてコーチが手を差し伸べてくれたり、見

守ってくれたり、本当に感謝しております。

　今後の目標は、娘が１人で２５メートル泳げるように、親子共々頑張っ

ていきたいです。

●八頭町・こはる　沖田　恭子（支援員）
　今年度初めてスポーツ教室に参加させて頂きました。準備運動をはじめとし、初めての体験スポーツばか

りでしたが、指導員の方の説明を受けながら、思った以上にしっかりと取り組む姿が見られ、感動しました。

こはるでの活動はプレ社会と捉え、さまざまな事を体験していますが、ここではあいさつ、時間を守る、皆

と協力する事などスポーツを通じて楽しく学ばせてもらっています。実践できる社会参加の場としてこれか

らも続けていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

準備体操

フロッカーをプレー ふうせんバレーボールをプレー クロリティをプレー

カローリングをプレー

楽しみながら水中運動
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鳥取県障がい者スポーツ競技力向上事業

　パラリンピック等の国際大会出場や全国障害者スポーツ大会等の国内大会上位入賞を目指し、平成

２６年度よりスタートしました。４月２４日に選手・団体の激励会と指定証の交付を行いました。

【強化指定選手の声】

寺坂　真一選手　（アーチェリー　強化区分Ａ指定）

　今年度強化選手に選ばれたことで、たくさんの試合に出ることができました。やはり
自費で試合に出るのは経済的に苦しいので、とても助かります。今後は試合に出た経験

を生かし、より上位の成績を残していきたいと思います。そしてパラリンピック出場を

目指したいです。

福留会長激励のことば 指定証の交付 選手代表　寺坂真一選手の決意表明

【平成 26年度指定選手実績】 ※個人競技で主なものを掲載

【平成 27年度指定選手】

№ 競　技 選手名 所　属 性 主　な　実　績 強化区分

１ アーチェリー 寺坂 真一 鳥取県身体障害者アーチェリー協会 男 ２０１４アジアパラリンピック出場 （ベスト１６） Ａ

２ 陸上競技 野田 昭和 鳥取県障がい者陸上競技協会 男
第２６回全国車いすマラソン大会１位 （ハーフの部）
第３４回大分国際車いすマラソン大会２位 （ハーフの部）

Ａ

３ 陸上競技 岡野 大地 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 ２０１４ジャパンパラ５０００ｍ ３位 Ｂ

４ 陸上競技 前島 浩二 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 ２０１４ジャパンパラ砲丸投１位、 槍投げ１位、 円盤投げ１位 Ｂ

５ 陸上競技 前島 博之 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 ２０１４ジャパンパラ走高跳１位、 走幅跳１位 Ｂ

６ 陸上競技 中村 開知 鳥取県障がい者陸上競技協会 男
日本聴覚障害者陸上競技選手権１００ｍ ２位 
全国聾学校陸上競技大会１００ｍ１位、　２００m ２位

Ｂ

７ ボウリング 中村 洋三 鳥取県障がい者ボウリング協会 男 ２０１５年アジア大会日本代表内定 Ｃ

８ 卓球 　浦　 雅行 鳥取県障がい者卓球協会 男 ジャパンチャンピオンシップ出場 Ｃ

９ 卓球  細田　彩斗 鳥取県立鳥取聾学校 男 中国聾学校体育大会出場 Ｃ

１０ 卓球 前田 真那 鳥取県立鳥取聾学校 女 全国聾学校卓球大会シングルス出場 Ｃ

１１ 水泳 　米村　 允 鳥取県障がい者水泳協会 男
中国四国身体障害者水泳選手権１００ｍ平泳ぎ１位
日本知的障害者選手権１００ｍ個人メドレー６位

Ｃ

１２ 陸上競技 藤井 真夜 鳥取県障がい者陸上競技協会 女 ２０１４ジャパンパラ１００ｍ３位、 ２００ｍ３位 Ｃ

１３ スポーツ
チャンバラ 広芳 寛治 鳥取県スポーツチャンバラ協会 男 ２０１４アジアオセアニア大会　打突団体１位　

個人長剣フリー３位 Ｃ

№ 競　技 選手名 所　属 性 推　　薦　　理　　由 強化区分

１ アーチェリー 寺坂 真一 鳥取県身体障害者アーチェリー協会 男 中央団体強化指定Ｂ　２０１３世界選手権出場 Ａ

２ 陸上競技 野田 昭和 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 中央団体強化指定Ｂ　２０１３ジャパンパラ１位 Ａ

３ 陸上競技 前島 博之 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 中央団体強化指定Ｓ　２０１３デフリンピック４位 Ａ

４ 陸上競技 中村 開知 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 中央団体強化指定 育成　２０１４全国聾者体育大会２位 Ｂ

５ 陸上競技 前島 浩二 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 ２０１３世界選手権５位 Ｂ

６ 陸上競技 岡野 大地 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 ２０１４ジャパンパラ５０００ｍ ３位 Ｂ

７ 陸上競技 藤井 真夜 鳥取県障がい者陸上競技協会 女 中央団体強化指定ユース Ｂ

８ ボウリング 中村 洋三 鳥取県障がい者ボウリング協会 女 ２０１３全日本聾者ボウリング選手権１位 Ｂ

９ 水泳  米村　　允 鳥取県障がい者水泳協会 男 第１２回全国障害者スポーツ大会３位 Ｃ

１０ 卓球 　浦  　雅行 鳥取県障がい者卓球協会 男 ジャパンチャンピオンシップ出場 Ｃ

１１ 卓球 前田 真那 鳥取県障がい者卓球協会 女 全国聾学校卓球大会シングルス出場 Ｃ

１２
スポーツ

チャンバラ
広芳 寛治 鳥取県スポーツチャンバラ協会 男

２０１４アジアオセアニア大会　打突団体１位　
個人長剣フリー３位

Ｃ
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平成 27 年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画

鳥取さわやか車いす＆
湖山池マラソン大会

鳥取県障がい者スポーツ大会開催

鳥取県障がい者スポーツフェスティバル

（1）期　　日　

（2）場　　所

　　　　　　　

（3）競技種目　

　　　　　　　

（1）期　　日　平成２７年 5月１７日（日）　9：30開会式　　10：00競技開始

（2）場　　所　コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場、鳥取県営鳥取屋内プール、

　　　　　　　つづらお城跡射場、鳥取スターボウル、鳥取県民体育館

（3）競技種目　陸上競技　水泳　アーチェリー　卓球　フライングディスク　ボウリング　の 6種目

　　　　　　　

　第１５回全国障害者スポーツ大会「2015紀の国わかやま大会」個人種目の予選会を兼ねる大会です。

全国大会を目指す人、県大会入賞を目指す人、自己記録の更新を目指す人・・・とそれぞれの目標に向かっ

て積極的に参加してください！！

（1）期　　日　平成２７年１１月１４日（土）　10：00～ 15：00

（2）場　　所　鳥取産業体育館

（3）競技種目　卓球バレー、ボッチャ、フライングディスク、卓球、ふうせんバレーボール、

　　　　　　　スポーツチャンバラ、パットゲームスター

　　　　　　　（体験コーナー）羽根っ子、スカットボール

　県内の障がい者の皆さんにお集まりいただき、試合はもちろん、交流や体験ができるコーナーも設け

る予定にしております。奮ってご参加ください！！

第 27回

第 7 回

第４回

ふうせん
バレーボール

フライング
ディスク

平成２７年９月１３日（日）

コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場

及び湖山池マラソンコース

<車いすの部>
ハーフマラソン、3ｋｍ、500m

<ランニングの部>
10ｋｍ、5ｋｍ、3ｋｍ、1ｋｍ

<ウォーキングの部>
※詳細は大会要項をご覧ください。たくさんの方々の参加をお待ちし

　ております。 

主催　鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会実行委員会／一般財団法人鳥取陸上競技協会　主管　鳥取市陸上競技協会
協賛　山崎製パン株式会社／サンヨーグループ／株式会社メモワールイナバ／鳥取県遊技業協同組合／株式会社マルイ

会場　コカ・コーラウエストスポーツパーク（鳥取県立布勢総合運動公園）

さわやか車いす
湖山池マラソン大会

&

2015.9.13日
Very exciting marathon that takes place in Tottori

第 27 回第 27 回第 27 回

鳥　取

9:00 スタート［雨天決行］
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◆企業・団体会員
　鳥取県体育協会（布勢総合運動公園 ･鳥取産業体育館屋内プール ･倉吉体育文化会館 ･米子屋内プール

　米子産業体育館 ･武道館）･メモワールイナバ ･JA鳥取いなば ･トスク ･JA共済連 ･酒津漁業協同組合

◆個人会員
　濵﨑　智煕

◆第２６回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会への協賛及びプログラム広告掲載
　ヤマザキ製パン ･サンヨーグループ ･メモワールイナバ ･鳥取県遊技業協同組合 ･マルイ ･クリヤマ ･日本交通

　アシックス ･ミズノ ･橋尾スポーツ ･ホテルモナーク鳥取 ･鳥取県厚生事業団 ･エスマート ･トスク ･アベ鳥取堂

　昭和電設 ･ニシスポーツ ･ウエダ印刷 ･牧浦商店 ･パジャ ･中河生花店 ･田畑商店 ･浜田園 ･第一道路施設

　ジュリエット美容室 ･鳥取義肢製作所 ･ブーケフラワースタジオ ･カマダ花店 ･米子ワークホーム ･ワークなぎら

　アート工房 M･菅公学生服 ･鳥取トヨペット ･はーと食品鳥取

◆第２６回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会協賛の物品販売へのご協力団体
　鳥取県庁 ･東部福祉保健事務所 ･中部総合事務所福祉保健局 ･中部総合事務所農林局 ･西部総合事務所福祉保健局

　鳥取市役所 ･境港市福祉事務所 ･倉吉市福祉事務所 ･米子市福祉事務所 ･鳥取県社会福祉協議会 ･鳥取市社会福祉協議会

　米子ワークホーム ･鳥取県障がい者陸上競技協会 ･白兎養護学校 ･鳥取県障がい者卓球協会 ･鳥取県障がい者水泳協会

　鳥取県厚生事業団 ･第一道路施設 ･鳥取県聴覚障がい者協会 ･鳥取県スポーツチャンバラ協会 ･鳥取西高校 ･八頭高校　

　鳥取工業高校 ･中部県税事務所 ･山陰警備保障 ･若桜町社会福祉協議会 ･鳥取県東部農林事務所 ･中部教育局

　東部教育局鳥取県食肉衛生検査所 ･鳥取市社会福祉協議会用瀬町総合福祉センター

　※大会運営及び協会の活動に大変助かりますので次年度以降もよろしくお願いいたします。

<平成 27年度行事予定>

　当協会では、障がい者がスポーツを通して、残存機能の向上及び心身の健全な育成を図り、自立更生から社会参加

へと発展する活動を支援しています。趣旨に賛同いただける企業、団体、個人の皆様を対象に会員を募集しています

のでご協力をお願いいたします。

【問い合わせ先】

一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会

電話（0857）５０－１０７１

賛助会員募集のお知らせ

区 　 分 年 会 費　
個 人 会 員 1口　 1,000 円
企業・団体会員 1口　10,000 円

月　　日 大　会　名 開　催　場　所

４月２６日 ( 日 ) 第１６回鳥取県スポーツチャンバラ大会 米子勤労者体育センター体育館

５月１７日 ( 日 )
第１５回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会兼

第７回鳥取県障がい者スポーツ大会
コカ ・ コーラウエストスポーツパーク

他３会場

６月２８日 ( 土 ) ～２９日 ( 日 ) 第３回中国四国身体障害者陸上競技選手権 どらドラパーク東山陸上競技場

７月４日 ( 土 ) 第５回鳥取県障がい者フライングディスク大会 ハワイ夢広場

７月２５日 ( 土 ) 第３回鳥取県ふうせんバレーボール大会 米子産業体育館

８月１日 ( 土 ) ～２日 ( 日 )
平成２７年度日本障がい者スポーツ協会公認

障がい者スポーツ指導員 ( 初級 ) 養成講習会
倉吉体育文化会館

９月１３日 ( 日 ) 第２７回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会
コカ・コーラウエストスポーツパーク

及び湖山池マラソンコース

９月２７日 ( 日 ) 第３回鳥取県障がい者水泳選手権大会 どらドラパーク ・ 東山プール

１０月２４日 ( 土 ) ～２６日 ( 月 ) 第１５回全国障害者スポーツ大会 「紀の国わかやま大会」 和歌山県

１１月１４日 ( 土 ) 第４回鳥取県障がい者スポーツフェスティバル 鳥取産業体育館

１１月２８日 ( 土 ) 第７回鳥取県障がい者卓球大会 鳥取産業体育館

あたたかいご支援ありがとうございました
一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会賛助会員一覧（敬称略・順不同）


