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会　長　福　留　史　朗

ごあいさつ

平成 28 年度を振り返って

　南米初開催となったリオデジャネイロオリンピック、パラリンピックに世界中が熱狂した年でした。

　オリンピックでは日本の過去最多のメダル獲得の活躍に日本中が寝不足だったと思います。一方、

パラリンピックでは日本が初めて金メダル「ゼロ」に終わり、2020東京パラリンピックに向けた選

手強化に不安を残しました。本県からは3大会ぶりに陸上競技に野田昭和選手が出場しましたが、世

界の厚い壁に跳ね返される結果となりました。しかし、鳥取市でトレーニングを積みパラリンピック

出場を果たした野田選手の頑張りは、2020東京パラリンピックを目指す選手や指導者、そして障が

いを持ちながらも可能性を信じて頑張る人達に大きな希望や勇気を与えたと思います。

　地方初開催となったリオデジャネイロ、パラリンピック選考会を兼ねた第27回日本パラ陸上競技

選手権大会は、日本でも数少ないバリアフリー競技場に生まれかわった布勢陸上競技場に約200名の

選手が出場して開催されました。世界記録、アジア記録などの好記録を後押ししたのは二日間で5千

人の観客の皆さんでした。私が印象に残った場面は、女子走り幅跳びでアジア記録を出した中西選手

が競技終了後に大声援を送ってくれたスタンドに向かい何度も手を振りお辞儀をする姿でした。大会

を支えてくださった皆さんのやさしさが選手を包み込んだ大会でした。

　第16回全国障害者スポーツ大会は東日本大震災の被災地、岩手県で開催されました。本県からは

個人5競技と3年連続で中国、四国ブロック大会を制した聴覚障がいバレーボール、オープン競技の

卓球バレーが出場しました。

　開会式前日の10月21日の公式練習中に飛び込んできたのは「鳥取県中部地震」の知らせでした。

選手団全員に家族の安否確認を行うように指示をしましたが、電話、メールが繋がらず安否確認に

時間を要しましたが、幸い大きな被害もなく安心しました。遠く岩手の地でテレビに映し出される

傷ついた故郷の姿を見るたびに心が痛みました。しかし、東日本大震災で今も困難を抱えながらも

「鳥取頑張れ」と心を寄せてくださった岩手県の皆さんに感謝の気持ちで一杯でした。結果は金7個、

銀7個、銅4個と目標にわずかに及ばず悔しさが残りましたが、多くの温かい声援が心にしみた大会

でした。

　『スタンプラリーで多くのスポーツ体験をしよう。』

　体験型スポーツイベント「鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル2016」には、多くの小

さなお子さん連れなど参加者350名、支援者80名が集まりました。車椅子で参加した女性は卓球を

体験して「中学以来で楽しかった」と笑顔で話してくれました。このイベントがスポー

ツの楽しさを感じていただく場となり生涯スポーツに繋がればと思います。

　来年度も、夢を大切にし、スポーツを通じての可能性を信じ、お互いの理解を深めあ

う場や社会作りに貢献したいと思います。
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　9月11日、コカ・コーラウエストスポーツパーク（布
勢総合運動公園）にて、ロンドンパラリンピック出場の
廣道・純選手・ロンドンマラソン6位の西田宗城選手を
招き、障がいのある競技者148人（内車いす競技者71
人）、その他の競技者758人、合計906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28年
度は、のべ325回・898人（平成29年2月28日現在）
を派遣しました。

　10月22日～ 24日に岩手県で開催されました。9月
20日には、国体と合同の県選手団結団式を行いました。
詳細は6ページに記載されています。

　7月30日～ 31日の2日間、県立鳥取産業体育館にて、
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」等の講義やふうせん
バレーボール等の実技を実施しました。修了された27
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・ボッ
チャ）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ーボール・フットサルの交
流会を実施しました。

◆第28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16回全国障害者スポーツ大会
　「希望郷いわて大会」

◆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 28 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

競技場での様子

閉会式の集合写真

応援プラカード

出前教室の様子
（ふうせんバレーボール）

ボ
ッ
チ
ャ
の
様
子

５
校
交
流
会
の
様
子
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関係団体が開催された大会

県選手選考会（陸上競技） 県選手選考会（卓球）

県選手選考会（水泳） 強化合宿（フライングディスク）

県選手選考会（ボウリング）

強化合宿（陸上競技トレーニング）

●第 54 回鳥取県身体障がい者体育大会
　9 月 15 日（木）
　コカ･コーラウエストスポーツパーク県民体育館
　選手 290 人 関係者 69 人 合計 359 人
●第 15 回鳥取県精神障がい者バレーボール大会
　10 月 16 日（日） 鳥取県立倉吉体育文化会館
　選手 31 人 関係者 32 人 合計 63 人
●第 8 回鳥取県障がい者卓球大会
　12 月 3 日（土） 鳥取県立鳥取産業体育館
　選手 30 人 関係者 20 人 合計 50 人
●第 4 回鳥取県ふうせんバレーボール大会
　7 月 30 日（土） 鳥取県立米子産業体育館
　選手 150 人 関係者 50 人 合計 200 人

●第 23 回鳥取県手をつなぐスポーツ祭り
　10 月 1 日（土）
　コカ ･コーラウエストスポーツパーク鳥取県民体育館
　選手 444 人 関係者 210 人 合計 654 人
●第 6 回鳥取県障がい者フライングディスク大会
　7 月 9 日（土） ハワイ夢広場
　選手 60 人　関係者 20 人　合計 80 人
●第 4 回鳥取県障がい者水泳選手権大会
　9 月 25 日（日） 米子市皆生市民プール
　選手 38 人　関係者 32 人　合計 70 人
● 2016 中国・四国パラ陸上競技大会
　4 月 17 日（日） 
　コカ ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場
　選手 83 人 関係者 164 人 合計 247 人

5 月 14 日・15 日に陸上・フライングディスク・アーチェリー・卓球・水泳・ボウリングの 6競技を実施し、
延べ 300 人が参加しました。また、選考された選手の強化練習会・合宿を開催しました。

◆第16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

ＩＰＣ公認第 27 回日本パラ陸上競技選手権大会
　4月29日（金）・30日（土）・5月1日（日）の3日間、コカ･コーラ
ウエストスポーツパーク陸上競技場において、第27回日本パラ　陸
上競技選手権大会が開催されました。これはリオパラリンピック選
手選考会を兼ねた大会で、これまで開催されてきた大阪府以外では、
初めての地方開催となりました。
　この大会では、男子走幅跳（T42）の山本　篤選手の世界新記録
を始め、アジア記録3個、日本新記録24個、日本タイ記録1個、大
会新記録43個と、多くの記録が誕生しました。また、会場には延
べ5,000人が来場し、大会を盛り上げました。



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 37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　西脇　正和
会　計　足立　直行   7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 理事長　若原　優二
事務局　有田　愛子 30人 〒680－1234　鳥取市河原町北村367-1

電話　（0858）85-1470

鳥取県グランドソフトボール協会 会　長　市川　正明
事務局　門脇　保身  22人 〒683－0001　米子市皆生温泉3-18-3　

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　徳岡　英一 18人 〒683－0009　米子市観音寺新町4-6-16-202

FAX　（0859）30-2563

鳥取県障がい者水泳協会 理事長　本田　貴志
事務局　稲田　真弓 68人 〒683－0001 　米子市皆生温泉3-18-3 米子市皆生市民プール

電話　（0859）34-6750

鳥取県障がい者フライングディスク協会 会　長　山本　徳広
事務局　斎尾　智恵里 58人 〒689－2212　東伯郡北栄町下種501

電話　090-7593-0488

鳥取パラ陸上競技協会 会　長　山本　透
理事長　中尾　茂 35人 〒689－1313　鳥取市佐治町加瀬木366

電話　（0858）88-0616

鳥取県サウンドテーブルテニスクラブ 会　長　市川　正明
事務局　門脇　保身 24人 〒683－0001　米子市皆生温泉3-18-3　

電話　（0859）35-4336

鳥取県障害者フットベースボール協会 代　表　八渡　和仁
事務局　平野　義人 20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　水田　靖子 53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　川井　千賀 45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　島谷　龍司
事務局　森　　修治 26人 〒680－0141　鳥取市国府町美歎904-3

電話　（0857）24-2708

鳥取県障がい者ソフトボール協会 会　長　長坂　則翁
事務局　石井　憲太郎 24人 〒682－0041　倉吉市河北町60-203

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　田崎　昌宏 36人 〒683－0853　米子市両三柳2680

電話　090-2000-4403

鳥取県 FID バスケットボール連盟 会　長　伊藤　保
理事長　岡田　真一 35人 〒680－0805　鳥取市相生町3丁目 201-24

電話　090-4576-6008

鳥取県卓球バレー協会 会　長　宮本　聖史
事務局　杉原　美由紀 37人 〒680-0947　鳥取市湖山町西2-147-1

電話　（0857）50-0124

5

新規加入団体の声
●鳥取県卓球バレー協会　　会長　宮本　聖史

　障がいのある人のために考案されたスポーツですが、ユ
ニバーサルスポーツとして障がいのない人々に今人気上昇中
です。
　この競技は、卓球台を使って、ルールはバレーボールに
似ているところから「卓球バレー」と名付けられ、子ども
から高齢者まで誰でもすぐにでも一緒に楽しくゲームが出
来ます。
　鳥取県チームは平成 28 年の全国障害者スポーツ大会の
オープン競技でベスト８に入りました。
　卓球台さえあれば講習をさせていただきます。興味のある
方は是非ご連絡を宜しくお願いします。

加 盟 団 体 紹 介 ―下記 17団体が加盟しています―
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第１６回 全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」選手団記録一覧

陸上競技（中村選手）

【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 県立鳥取聾学校 走高跳 1m92 1位 走幅跳 5m97 1位
中村　開知 ダイヤモンド電機（株） 100ｍ 11秒 64 3位 200m 23秒 57 2位
前島　浩二 千代三洋工業（株） ジャベリックスロー 57m33 1位 砲丸投 14m53 2位
岡野　大地 （社福）手をつなぐ福祉会かめの会作業所 800m 失格 ー 1500m 4分 34秒 09 4位
森田　海斗 県立白兎養護学校 50m 6秒 99 5位 立幅跳 2m22 6位
石橋　真治 県立琴の浦高等特別支援学校 ソフトボール投 65m33 4位 50m 7秒 08 4位
渡　　翔雅 県立米子養護学校 走幅跳 5m18 1位 50m 6秒 85 5位
川口　梨央 鳥取市立北中学校 走幅跳 4m11 1位 100m 14秒 19 3位

川口・石橋・渡・森田 4×100mリレー 途中棄権 ー

★水泳
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位
中村　仁士 鳥取県障がい者水泳協会 25m自由形 20秒 66 2位 50m自由形 44秒 54 1位
吉田　隼人 県立琴の浦高等特別支援学校 25m自由形 12秒 58 2位 50m自由形 26秒 83 2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　奏朗 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 8投 5位 ディスタンスメンズ

シティング 36m20 3位

森住　和彦 JR西日本レンタカー＆リース（株） アキュラシー 
ディスリート5 9投 1位 ディスタンスメンズ 

スタンディング 35m77 2位

平田　一真 日清医療食品（株） アキュラシー
ディスリート5 7投 6位 ディスタンスメンズ 

スタンディング 34m80 4位

★卓球
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位
有田　愛子  鳥取県障がい者卓球協会 一般卓球 2点 3位
浦　　雅行 医療法人養和会 一般卓球 3点 2位

★ボウリング
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位
稲垣　侑佳 スベシャルオリンピックス日本・鳥取 青年女子 451 6位

【団体競技】
種目名 結果 記　　　　録

バレーボール男子 
（聴覚障がいの部） 1回戦敗退 1 回戦　鳥取県 0-2 東京都

【オープン競技】
種目名 結果

卓球バレー チャレンジクラス
ベスト8

バレーボール男子（聴覚障がいの部） 卓球（有田選手）

ボウリング（稲垣選手）

フライングディスク（集合写真） 水泳（集合写真）
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●前島　博之（陸上競技、旗手）

　初めて、旗手を務めさせて頂きました。県旗を持つという独特のプレッシャー
が少々ありましたが、する事はいつもと同じなので、金メダル２個、大会記録更新、
この２つの目標を掲げ、競技に集中しました。鳥取県の障がい者の希望に応える
ことができて、旗手という大役を果たすことができたかと思います。
　今年はデフリンピックがあり、メダル獲得を目標に練習に励みたいと思います。
今後とも応援よろしくお願いします。

第１６回全国障害者スポーツ大会に出場して

●稲垣　侑佳（ボウリング）
　私は、岩手県で行われた全国障害者スポーツ大会のボウリング競技に参加し
ました。大会の 1ヵ月前は、特に集中してコーチにアドバイスをもらいながら
練習をしました。
　試合前日の練習も調子良くできていましたが、当日は緊張してしまい力が発
揮できず、結果は 6位で少し残念でした。同じレーンで試合をした人とは宿舎
も同じだったので、帰る頃には少し交流もできました。
　大会中に鳥取中部地震が起こりびっくりしました。でも岩手県の人や他の県
の人がたくさん声をかけてくれてうれしかったです。
　もう一つうれしかった事がありました。閉会式でAKB48 のコンサートを近
くで見られた事です。
　鳥取へ向かうバスの中で一緒に行っていた他の競技に参加していた選手の人と「来年も参加してメダ
ルを持って帰りたいね」と話しながら帰りました。

●中村　仁士（水泳）

　全国障害者スポーツ大会出場が決まり、それまでリハビリのひとつと思ってい
た水泳が大切な存在に変わりました。
　鳥取県内で活動をされている選手の方々や支援者の方々に温かく応援して頂き、
自分の居場所ができた思いでした。
　大会では自己ベストを更新でき、半年で 50mFree を 6秒縮めることが出来ま
した。今年は更に精進し、大会毎にいい結果を残していきます。
　障がい者スポーツ協会の皆様・本田コーチ・障がい者水泳の皆様・スイミング
スクールのコーチ・プールの皆様、その他お世話になった皆様、ありがとうござ
いました。　これからもよろしくお願いします。

開会式入場行進

卓球バレー（オープン競技）

陸上競技場の様子
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●遠藤　歩樹

　12/27 ～ 30まで、横浜で開催のFID日本代表、育成
合宿に参加させて頂きました。初め体育館に入って周り
の選手を見たとき、その場にいる一人一人がとても上手
に感じ、コミュニケーションをとるのがなかなか難しかっ
たです。でも、自分は鳥取の代表として来ているんだと、
練習が始まって最初のフットワークからしっかり声を出
してアピールしました。練習の内容も地元でしている練
習より、ハードでバスケットの専門用語もたくさん使わ
れていたので、身体も頭もフル活用しなくてはいけなく、
練習についていくのがやっとでした。2日目からは、少
しずつ内容も理解し、自分なりに頑張る事ができました。

　また合宿中、日本代表選手やプロ選手からアドバイスをもらったり声をかけてもらってモチベーションが
上がりました。

　今回、合宿に参加させて頂き学んだ事を鳥取県チームの皆にも伝え、更に上を目指してがんば
りたいと思います。そして、また代表合宿に召集されるよう日々がんばろうと思います。

　お世話になりました関係者の皆さんありがとうございました。

　全国障害者スポーツ大会の団体競技中国・四国ブロック予選会に、鳥取県は次の６競技に出場しました。
　　・・バレーボール（聴覚男子）チームが３連覇で本大会出場権を勝ち取りました！

第１６回 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

ＦＩＤバスケットボール全日本代表合宿に参加

　平成28年12月27日（火）～30日（金）まで、横浜市にて FIDバスケットボール全日本代表合宿が行われ、鳥取
県からFIDバスケットボール連盟所属の遠藤・歩樹選手、竹本・惇志選手の 2名が参加されました。

バレーボール（聴覚男子）
期日：平成28年 5月 14日（土）～15日（日）
会場：愛媛県伊予市しおさい公園アリーナ
結果：1回戦　鳥取県2－ 0愛媛県
　　　決勝戦　鳥取県2－1山口県（3年連続優勝）

FID バスケットボール（男子）
期日：平成28年 5月 28日（土）～29日（日）
会場：香川県高松市総合体育館
結果：1回戦　鳥取県33－ 43香川県
　　　交流戦　鳥取県　3－49徳島県（1回戦敗退）

バレーボール（精神）
期日：平成28年 5月 21日（土）～22日（日）
会場：徳島県鳴門市 鳴門・大塚スポーツパーク
　　　　 アミノバリューホール
結果：１回戦　　 鳥取県 2－ 1愛媛県
　　　 準々決勝　鳥取県0－ 2岡山県（準々決勝敗退）

車椅子バスケットボール（身体）
期日：平成28年 6月 11日（土）～12日（日）
会場：高知県立春野総合運動公園　体育館
結果：1回戦　鳥取県22－ 82愛媛県
　　　交流戦　鳥取県23－ 33広島県（1回戦敗退）

ソフトボール（知的）
期日：平成28年 6月 11日（土）～12日（日）
会場：岡山県山田グリーンパーク
結果：1回戦　鳥取県　4－ 16島根県
　　　交流戦　鳥取県11－ 20徳島県（1回戦敗退）

フットベースボール（知的）
期日：平成28年 6月 4日（土）
会場：鳥取県鳥取市千代川倉田スポーツ広場
結果：1回戦　鳥取県1－ 43岡山県
　　　交流戦　鳥取県4－ 29高知県（1回戦敗退）
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国際大会
出場報告 ＆

第３回世界ろう者陸上競技選手権大会

リオ２０１６パラリンピック競技大会

　6月24日から7月3日まで、ブルガリア・スタラザゴラにて第3回世界ろう者陸上競技選手権大会が開催されました。
鳥取県から前島浩二選手・前島博之選手（共に鳥取パラ陸上競技協会所属）が出場し、浩二選手がやり投げで10位、
博之選手が走高跳で4位入賞の成績を収められました。
　また、9月7日から18日まで、ブラジル・リオデジャネイロにてリオ2016パラリンピック競技大会が開催され、
鳥取県から野田昭和選手（鳥取パラ陸上競技協会所属）が陸上競技400mと1500mに出場されました。3選手の益々
のご活躍が期待されます!

●野田　昭和　

　今回のリオ2016パラリンピック出場は私にとって1つの夢で
あり目標でありました。結果は400mでは全体で10位で予選
敗退。1500mは競技規則違反に問われ失格となりました。こ
の大舞台で結果を残せなかったのはとても悔しいのですが、こ
の経験は更に自分自身を成長させ人生にとってかけがえのない
財産となりました。

　私の挑戦はいつも根拠のない自信から始まっていろいろな
不安を抱えたままスタートします。すぐに壁にぶつかって軌道
修正を余儀なくされるのですが、ゴールラインを切った時の空をも飛べるような達成感であったり、
挑戦し終えたあとの景色がもう一度見たくて2020年に向かって精進していきたいと思います。

●前島　浩二
　国際大会4回目の出場となりました。メダルを獲って日本に持っ
て帰ってくることを目標に臨みました。しかし結果は10位でメダ
ル獲れず残念でした。競技する場所の変更など大会で臨機応変に
ついて行けず、雰囲気にのまれた事が結果に繋がったと自分の中
で思いました。国際大会の経験を通して若い世代達に伝えること
が出来るように頑張りたいです。2021年デフリンピックまでに
もっと競技力向上に努めて行きたいと思います。

●前島　博之　　

　　男子走高跳4位　1m93（SB）

　2016年6月24日～ 7月3日までブルガリアのスタラザゴラ市で第3回世界ろう者陸上競技選手権大会が
開催され、走高跳に出場してきました。私にとって、デフリンピック、世界選手権大会、アジア大会を含め
て国際大会はこれが6回目なので緊張も不安も負に感じることはなかったです。私の出場種目は、大会の最
終日あたりだったのですが、これもいつものことなので現地に着いてから試合日までの約2週間のパフォー
マンス能力を維持することだけを考え、試合に臨みました。気候、環境、食事面など気をつけなければなら
ないことがたくさんあったので大変でした。国内で試合をすることがどんなに楽だったのか…と思いました。
その時のシーズンベストが1m91cmだったので、1m95cm以上を跳ぶことを目標としていましたが、ブル
ガリア特有のスコールに見舞われ、試合運びが大変でした。試合開始時点では快晴だったものの、1m75cm
あたりからスコールが降り、私が跳び始める1m85cmの時は大雨だったり、風が強かったり、とても試合が
できる状況ではなかったですが、中断することがなかったので目の前の高さを成功することだけを考え、アッ
プをしました。今までの経験が活きて、1m85cm、1m90cm、1m93cmと続けて1発で成功することができ、
最低限の目標だったシーズンベスト更新は達成できました。しかし、続く1m96cmで3回続けて失敗し試合
終了してしまいました。第22回ソフィアデフリンピックの時に勝てなかった相手にまた勝てなかったのでと
ても悔しかったです。

　今思い出しても悔しい思いしか思い浮かばないですが、あの時の経験があったのでどんなに厳しい条件で
も、万全の対策をしていれば大丈夫だということに自信が付きました。今年は、3回目のデフリンピック出
場がかかっているので、デフリンピックを目指して今まで以上にトレーニングに励みたいと思います。今後
とも応援よろしくお願いいたします。
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　11月 12日（土）鳥取県立鳥取産業体育館、鳥取スターボウルにて、鳥取県あいサポート ･スポーツフェスティ
バル 2016 を開催しました。昨年までの「鳥取県障がい者スポーツフェスティバル」から名称を変え、障がいの
有無を問わず多くの方に参加していただけるよう、新たな体験種目も加えました。
　当日は約 430 名の参加があり、会場は大いに盛り上がりました。

鳥取県あいサポート ･スポーツフェスティバル２０１６

ボウリング会場

準備体操

フライングディスク

ふうせんバレーボール

ボッチャキャンプ

卓球

会場全体

卓球バレー

スポーツチャンバラ

スカットボール
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●永見　洋子（鳥取市スポーツ推進委員）
　私は昨年度開催された 4回目の鳥取県障がい者スポーツフェスティバルに参加したのが初めてで、
この時はふうせんバレーボール競技に選手として参加させてもらいました。この度の鳥取県あいサ
ポート・スポーツフェスティバル 2016 は、役員として参加し、パットゲームスター役員として運営
を支えました。どの人達も「ああ強く打ちすぎた、ああ今度はゆるすぎた、まがった」と声が聞こえ
るたびに楽しく体験されているのが良く分かりました。スタンプラリーカードにスタンプを 1つ押し
てあげると嬉しそうに有難うと言われ、私も担当して良かったと感じました。参加者が混み合ってい
る時は指導もさせていただきました。
「ボッチャ」はパラリンピックの競技になっていて、何処の会
場でしていますかと尋ねられたり、卓球バレーは人がいなくて
体験できなかったと少し残念そうな方もおられました。
　このフェスティバルを通じて色々な経験ができるスポーツ
が有ることを知ってもらって、これからも障がい者スポーツの
ことも理解し、一緒に参加したり協力していきたいと思ってお
ります。
　次回も是非参加したいです。

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル２０１６

参加者の声

平成 28年は、鳥取県と韓国・江原道との間で交流団が行き来をし、国際交流事業を実施しました。
3月 11 日～ 13日は江原道交流団が来鳥して卓球を実施、11月 25 日～ 27日は鳥取県交流団が訪
韓してボウリングを実施し、それぞれにおいてスポーツを通じた交流を深めました。
平昌（ピョンチャン）パラリンピック・東京パラリンピックを控えて、障がい者スポーツの機運

が高まる両国間の結びつきを、今後より一層強くしていきたいものです。

３月 11日～ 13日
米子市内にて

１１月 25日
　　　　　　～ 27日
　　韓国・江原道にて

集合写真 卓球交流の様子

集合写真ボウリング交流の様子

～韓国・江原道との障がい者スポーツ国際交流事業～
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中部スポーツ教室
◆月曜日
　13：30～ 15：00

県立倉吉体育文化会館
（倉吉市山根）にて

中部障がい者水泳教室

◆日曜日
　16：00～ 17：00

倉吉市営温水プール
（倉吉市駄経寺町）にて

西部スポーツ教室
◆土曜日
　9：30～ 11：30

米子サン・アビリティーズ
（米子市皆生）にて

西部障がい者水泳教室

◆火曜日
　13：00～ 14：00

米子市皆生市民プール
（米子市皆生温泉）にて

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、本協会主催の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、米子市皆生市民プール・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・水中運動共に実施しました。
※平成２９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。

東部スポーツ教室の様子（体操）

東部障がい者水泳教室の様子

中部障がい者水泳教室の様子

中部スポーツ教室の様子
（フロッカー）

西部スポーツ教室の様子
（パットゲームスター）

鳥取産業体育館
障がい者レクリエーション

スポーツ教室

東部スポーツ教室
◆水曜日
　昼　13：30～ 15：00
　夕　17：15～ 18：45
◆月２回土曜日
　13：30～ 15：00

水曜日は県立障害者体育センター
土曜日は湖山西地区体育館
（いずれも鳥取市湖山町西）にて

◆ニュースポーツ　木曜日　
　13：30～ 15：00
◆水中運動　火曜日
　13：30～ 14：30

県立鳥取産業体育館
（鳥取市天神町）にて



地域における障がい者スポーツの振興事業
（日本障がい者スポーツ協会委託事業）
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スポーツ教室に参加して

●広坂　彩（かえるクラブ指導員）
　かえるクラブからの引率として、東部スポーツ教室に参加させて頂いています。近頃
はスポーツ教室の日に、クラブに来所してすぐ子ども達から「今日のスポーツは何をす
るんだろう ?」といった嬉しい声も聞こえてくるようになりました。皆が楽しみにして
いる様子が伝わり、見ているこちらまでとても嬉しい気持ちになります。初めは思うよ
うに体を動かすことが出来なかった子も回を重ねるにつれて明らかな上達が目に見え、
時折こちらがはっとするような機敏な動きを見せてくれたりする事もあり…引率という
身でありながらも一緒に参加し体を動かすことを毎回楽しみにしています。それに伴い、
スポーツの世界で耳にする「心技体」という言葉の大切さを改めて感じている日々です。
　今後の目標として体力の増強や技の上達のみでなく、心の成長にもフォーカスを置い
て運動を楽しみながらルールやマナーを磨いてゆく事が出来たらと思っています。

●大谷　豊（西部）　
　私は現在卓球バレー教室、プール教室、ふうせんバレーボール等に参加しています。
卓球バレー、プール各教室は月 4回、ふうせんバレーボールは月 2回参加しています。
又卓球バレーの日はボッチャ、パットゲームスター等随時行われ指導をうけています。
毎回スポーツ協会から 1人、米子地区から 2、3人のスタッフでアドバイスを受けなが
ら練習しています。いずれのスポーツも結構厳しいルールがあり、ルールを理解しなが
ら役割り分担、チームプレー、自身の技術の向上に努力しています。私自身、県外大会
等で反則を指摘され、反省しながら日頃から基本を大切に努力しなければと思っていま
す。いずれの教室も指導は楽しみながら頑張りましょうです。
　自分に合ったスポーツに出会い、スポーツ教室という環境を作っていただいた障がい
者スポーツ協会に感謝の気持ちでいっぱいです。

　障がい者が身近な地域で自主的・積極的・継続的にスポーツに参加できる社会を実現
することを目的として、県内各地区においてスポーツ体験教室を開催しました。

水中運動指導者講習会 水中運動教室 (東部 ) 水中運動教室 (西部 )

フットサル体験会

FIDバスケットボール体験会 FIDバスケットボール
指導者講習会

陸上体験会

陸上体験会

●四ノ宮　修一（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。初めて参加した際には私も緊張
しましたが、インストラクターの方や他の参加者の方からも色々声をかけてもらえて、
開始から数分後にはすっかり輪の中に入らせてもらうことができました。
　広い場で気兼ねなく誰かと一緒に体を動かせることはご利用者の良い刺激となり、普
段なかなか見られないような笑顔を引き出してくれました。参加者全員で一つ一つのプ
レーに声をかけ、みんなで楽しい時間を共有できることが、体を動かす事以上に大きな
魅力なんだろうなと感じました。
　笑顔の時間をもっと過ごしてもらえるように私も頑張ります。
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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）
●　バドミントン（米子）
年間20回程度の練習会を実施してい
ます。

【連絡先】スペシャルオリンピックス日本・鳥取・事務局
　　　　　〒 680-8570・鳥取市東町 1丁目 220 番地・県庁議会棟別館 1階
　　　　　TEL・FAX（0857）30-6858　
　　　　　E-mail・son_tottori@son.or.jp　URL・http://son-tottori.jp/

★日常的なスポーツトレーニング

●　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。

★成果の発表の場である競技会

●　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。

★可能性を広げる新しい取り組み

鳥取県障がい者スポーツ競技力向上事業
【平成 29年度強化指定選手】

№ 競　技 選手名 所　属 性 推　　薦　　理　　由 強化
区分

1 陸上競技 野田　昭和 鳥取パラ陸上競技協会 男 中央競技団体強化指定Ｂ　リオ2016
パラリンピック競技大会 400ｍ、1500ｍ出場 Ａ

2 陸上競技 前島　博之 鳥取パラ陸上競技協会 男 中央競技団体強化指定Ｓ　
第3回世界ろう者陸上競技選手権大会走高跳 4位　 Ａ

3 陸上競技 前島　浩二 鳥取パラ陸上競技協会 男 中央競技団体強化指定Ｂ　
第3回世界ろう者陸上競技選手権大会やり投出場 Ａ

4 ボウリング 中村　洋三 鳥取県障がい者ボウリング協会 男 中央競技団体強化指定　
第3回世界デフボウリング選手権大会出場 Ａ

5 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 バンコク2015アジアパラアーチェリー選手権大会出場 Ｂ

6 陸上競技 中村　開知 鳥取パラ陸上競技協会 男 第21回関東パラ陸上競技選手権大会
100ｍ1位、200ｍ1位 Ｂ

7 陸上競技 森　卓也 鳥取パラ陸上競技協会 男 第27回日本パラ陸上競技選手権大会砲丸投1位 (日本新 )
2016ジャパンパラ陸上競技大会砲丸投1位 Ｂ

8 陸上競技 岡野　大地 鳥取パラ陸上競技協会 男 2015ジャパンパラ陸上競技大会 5000ｍ1位　
第16回全国障害者スポーツ大会1500ｍ 4位 Ｂ

9 陸上競技 安野　祐平 鳥取パラ陸上競技協会 男 第27回日本パラ陸上競技選手権大会100ｍ2位、800ｍ1位(日本新)
2016ジャパンパラ陸上競技大会100ｍ2位、800ｍ1位(日本新) Ｂ

10 卓球 加賀田　梓 鳥取県障がい者卓球協会 女 第15回全国障害者スポーツ大会1位　
第50回全国ろうあ者体育大会ダブルス3位 Ｃ

11 水泳 中村　仁士 鳥取県障がい者水泳協会 男 第16回全国障害者スポーツ大会
25ｍ自由形 2 位、50ｍ自由形1位 Ｃ

12 水泳 吉田　隼人 鳥取県障がい者水泳協会 男 第16回全国障害者スポーツ大会
25ｍ自由形 2 位、50ｍ自由形 2 位 Ｃ

13 水泳 山根　真奈 鳥取県障がい者水泳協会 女 第15回全国障害者スポーツ大会
25ｍ背泳ぎ 3位、50ｍ背泳ぎ 3位 Ｃ

14 フライングディスク 平田　一真 鳥取県障がい者フライング
ディスク協会 男 全日本フライングディスク選手権大会

アキュラシー1位、ディスタンス1位 Ｃ

15 フライングディスク 谷口　敬子 鳥取県障がい者フライング
ディスク協会 女 全日本フライングディスク選手権大会

アキュラシー1位、ディスタンス1位 Ｃ

16 スポーツ
チャンバラ 廣芳　寛治 鳥取県スポーツチャンバラ協会 男 第42回世界選手権大会長剣ベスト8 Ｃ
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平成２９年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画

第２９回鳥取さわやか車いす＆湖山池マラソン大会

第９回 鳥取県障がい者スポーツ大会

鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル２０１７

（1）日　　付
（2）場　　所

（3）競技種目

　「鳥取県障がい者スポーツフェスティバル」を昨年から名称をリニューアルしました。スポーツ経験
や障がいの有無を問わず、様々な年代の方にお集まりいただき、試合やニュースポーツの体験を通して
交流し、楽しんでもらえる予定にしております。奮ってご参加ください！　　

平成 29 年 11 月 18 日（土） 
鳥取県立鳥取産業体育館、鳥取スターボウル
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、ボウリング
羽根っこゲーム、スカットボール、カローリング、バッゴー、ラダーゲッター etc.

ラダーゲッター

平成 29 年 9 月 10 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。

平成 29 年 5 月 13 日（土）・14 日（日）9 時 30 分開会式 10 時競技開始
コカ ･ コーラウエストスポーツパーク陸上競技場、鳥取県立鳥取産業体育館、
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
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 17 回全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」個人種目の予選会を兼ねる大会です。
　全国大会を目指す方、県大会入賞を目指す方、自己記録の更新を目指す方 ･･･ 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）日　　付
（2）場　　所

（3）競技種目

（1）日　　　　付
（2）場　　　　所
（3）競  技  種  目

（4）体験コーナー

羽根っこ
ゲーム
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◆企業・団体会員
公益財団法人鳥取県体育協会 (コカ ･コーラウエストスポーツパーク・鳥取産業体育館・鳥取屋内プール・倉吉体
育文化会館・米子市皆生市民プール・米子産業体育館・県立武道館 )・株式会社メモワールイナバ・JA鳥取いなば・
トスク株式会社・鳥取県漁業協同組合酒津支所

◆第 28 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
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・有限会社サンインマルイ・鳥取県遊技業協
同組合・トスク株式会社・ジェイライフサービス株式会社・社会福祉法人鳥取県厚生事業団・有限会社村尾事務機・
クリヤマ株式会社・東亜道路工業株式会社・ミズノ株式会社・有限会社ウエダ印刷・第一道路施設株式会社・株式
会社アシックス・ホテルモナーク鳥取・日本交通株式会社・株式会社橋尾スポーツ・有限会社西川テント商会・株
式会社アベ鳥取堂・米子ワークホーム・有限会社鳥取義肢製作所・株式会社昭和電設・株式会社エスマート

◆第 28 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・西部総合事務所福祉保健局・八頭県土整備事務所・
鳥取市役所・境港市福祉事務所・倉吉市福祉事務所・米子市役所・社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会・社会福祉
法人鳥取市社会福祉協議会・智頭町福祉課・米子ワークホーム・鳥取パラ陸上競技協会・公益財団法人鳥取県体育
協会・鳥取県障がい者卓球協会・鳥取県卓球バレー協会・社会福祉法人鳥取県厚生事業団・鳥取県立産業人材育成
センター米子校・鳥取県立公文書館・鳥取県立米子養護学校・鳥取県立鳥取工業高等学校・鳥取県交通安全指導員会・
鳥取市スポーツ推進委員協議会・鳥取県立青谷高等学校・山陰警備保障株式会社・株式会社いなば・ワイド警備保
障株式会社・有限会社ウエダ印刷・岩美かたつむり工房・鳥獣対策センター (八頭庁舎内 )・東部農林事務所・有限
会社アトラス警備保障・鳥取県障がい者フライングディスク協会・鳥取県東部県税事務所・鳥取県教育委員会社会
教育課・鳥取県教育センター・鳥取県土整備事務所・鹿野町身体障害者福祉協会・東部教育局・倉吉市営温水プール・
米子サン ･アビリティーズ・米子市淀江支所・県土整備部県土総務課・鳥取県教育委員会事務局・特別支援教育課・
鳥取県教育委員会・小中学校課　

※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致します。

＜平成29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
FAX（0857）50 － 1074

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23日(日) 第 5回中国地区障がい者スポーツチャンバラ大会兼
第18回鳥取県スポーツチャンバラ大会 米子市勤労者体育センター

5月13日(土)・14日(日) 第 9回鳥取県障がい者スポーツ大会兼
第17回全国障害者スポーツ大会鳥取県選手選考会 コカ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場 他

5月27日(土)・28日(日) 第 17回全国障害者スポーツ大会リハーサル大会 愛媛県総合運動公園陸上競技場 他

７月８日（土） 第7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29日(土) 第 5回鳥取県ふうせんバレーボール大会 鳥取県立米子産業体育館

8月19日(土)・20日(日) 平成 29年度 ( 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員 ( 初級 ) 養成講習会 鳥取県立倉吉体育文化会館

9月10日(日) 第 29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陸上競技場
及び湖山池マラソンコース

9月24日(日) 第 5回鳥取県障がい者水泳選手権大会 米子市皆生市民プール

10月14日(土) 第 16回鳥取県精神障がい者バレーボール大会 あやめ池スポーツセンター

10月28日(土)～30日(月) 第17回全国障害者スポーツ大会「愛顔(えがお)つなぐえひめ大会」 愛媛県総合運動公園陸上競技場 他

11月18日(土) 鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル2017 鳥取県立鳥取産業体育館

12月9日(土) 第 9回鳥取県障がい者卓球大会 鳥取県立鳥取産業体育館

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）


