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会　長　福　留　史　朗

ごあいさつ

平成 27 年度を振り返って

平成 27 年度も一般社団法人鳥取県障がい者スポーツ協会の事業にご理解とご協力をいただき、誠

にありがとうございました。

今年度は、新事務局長を迎え県庁内に県体育協会とスペシャルオリンピックス日本・鳥取と共に同

じ場所に事務所を移転し、業務の連携がより図れると思った矢先の事務局長辞職により、多くの皆様

にご迷惑とご心配をお掛けしたことをお詫
わ

び申し上げます。しかし、協会事業は皆様のご支援で計画

通りの事業を行うことが出来ました。ありがとうございました。

今年度は第 15 回全国障害者スポーツ大会、中国・四国ブロック予選の盲人グランドソフトと精神

バレーボールの 2 競技を県内で開催し、中国・四国地方の障がい者スポーツ発展に貢献しました。

精神バレーボール鳥取県チームの試合では、する人、見る人、支える人が一体となった新しい障が

い者のスポーツのモデルとなる姿があったように思いました。

和歌山県で開催された全国障害者スポーツ大会紀の国わかやま大会には、正式競技 7 競技とオープ

ン競技 2 競技に選手、役員を派遣しました。陸上で森、安野選手、水泳で杉原選手が 4 つの大会記

録を樹立し、鳥取県の実力を全国に示してくれました。また、中国・四国代表の聴覚バレーボールチー

ムは全国 8 ブロック代表が競う、まさに「日本一決定戦」で、優勝した兵庫県に準決勝で惜しくも敗

れはしましたが、8 年ぶりのベスト 4 入りは「やれば出来る」勇気を与えてくれました。オープン競

技では初出場の卓球バレーが敢闘賞、車椅子テニスの 2 選手は銀、銅メダルを獲得してくれ今後の競

技普及に弾みがついたと思います。メダル数は昨年の大会を 4 個下回る 20 個でしたが、内容は昨年

以上だと思います。選手は、この大会での経験を生かし自信を持って物事にチャレンジしてほしいと

思います。

第27回鳥取さわやか車いす&湖山池マラソン大会は選手９０６名、役員、ボランティア５８２名と、

どちらも過去最多の参加者があり、共生社会の実現に寄与することを目的とする大会の趣旨が、多く

の方に着実に浸透していると感じました。

しかし、県内すべての市町村からの選手の参加がないことや、どう地域に貢献するかなど課題もあ

ります。

第 4 回鳥取県障がい者スポーツフェスティバルは、鳥取市での初開催となり参加者の減が心配され

ましたが、過去最多の約 430 名の参加をいただきました。各種目で障がい者と高齢者、多くのボラ

ンテイアが笑顔でスポーツを楽しむ姿を見て、障がい者という小さな枠にとらわれず、多様な人々へ

スポーツが出来る場の必要性を考えさせられた大会でした。

平成 28 年度には、初の地方開催でリオパラリンピック選考会となる日本パラ陸上競技選手権大会

が 4 月 30 日と 5 月 1 日に、コカ・コーラウエストスポーツパーク陸上競技場で開催されます。

パラリンピックを目指す日本トップ選手に挑む県内選手の活躍を、スタンドで多くの方に見ていた

だきたいと思います。

今後もスポーツを通して、誰もが行動しやすい街づくりや、多様性を認め合う共生社会実現に貢献

したいと思います。
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　9 月 13 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に

出場された洞ノ上浩太選手を招き、障がいのある競技

者 124 人（内車いす競技者 66 人）、その他の競技者

782 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 27 年

度は、315 回・930 人（平成２８年２月２９日現在）

を派遣しました。

　10 月 24 日～ 26 日に和歌山県で開催されまし

た。今年も、国体と合同の県選手団結団式を行いました。

詳細はページに記載されています。

　8 月 1 日～ 2 日の 2 日間、倉吉体育文化会館にて、

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 26

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 27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 15回全国障害者スポーツ大会
　「紀の国わかやま大会」

◆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 27 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

陸上チーム集合写真

控室の様子 閉会式後

フットサル交流会
の様子（精神の部）

カローリングの様子
（身体の部）

ボッチャの様子
（身体の部）

出前教室（来夢）の様子
（月 2 回 実施）
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県選手選考会（ボウリング） 県選手選考会（水泳）

強化練習会（陸上・投てき種目） 強化練習会（陸上・トラック種目）

フライングディスク大会 ふうせんバレーボール大会

県選手選考会（陸上）

強化合宿（宿舎での様子）

関係団体が開催された大会

●第53回鳥取県身体障がい者体育大会
　9月17日（木）鳥取県立倉吉体育文化会館
　選手303人 関係者47人 合計350人
●平成27年度精神障がい者バレーボール大会
　鳥取県大会（第14回）
　10月17日（土） あやめ池スポーツセンター
　選手36人 関係者36人 合計72人
●第7回鳥取県障がい者卓球大会
　11月28日（土） 鳥取産業体育館
　選手29人 関係者11人 合計40人
●第3回鳥取県ふうせんバレーボール大会
　7月25日（土） 米子産業体育館
　選手148人 関係者58人 合計206人

●第22回鳥取県手をつなぐスポーツ祭り
　10月10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687人 関係者102人 合計789人
●第5回鳥取県障がい者フライングディスク大会
　7月18日（土） ハワイ夢広場
　選手57人 関係者16人 合計73人
●第3回鳥取県障がい者水泳選手権
　9月27日（日） 米子市皆生市民プール
　選手31人 関係者19人 合計50人
●2015中国･四国障害者陸上競技大会
　6月28日（日） どらドラパーク米子陸上競技場
　選手84人 関係者97人 合計181人

5 月 17 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 15 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



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 31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 理事長　中尾　晋一
事務局　安養寺　立志 29人 〒 680－1202　鳥取市河原町布袋133-2

電話　（0858）85-0238

鳥取県グランドソフトボールクラブ 会　長　市川　正明
事務局　門脇　保身   8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　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　澤　　昌一
事務局　坂口　恵津子 60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 会　長　山本　徳広
事務局　斎尾　智恵里 63人 〒 689－2212　東伯郡北栄町下種501

電話　090-7593-0488

鳥取県障がい者陸上競技協会 会　長　山本　透
理事長　中尾　茂 37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 19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協会 代　表　八渡　和仁
事務局　平野　義人 16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 65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 47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　森　　修治 25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 20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 46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 19人 〒 680－0805　鳥取市相生町3丁目 201-24

電話　090-4576-6008

5

鳥取県ＦＩＤバスケットボール連盟
理事長　岡田　真一

知的障がい者バスケットボールは一般のバスケットボール

と同じルールで行われます。全国障害者スポーツ大会の正式

種目にもなっており、13 歳以上が出場可能で年齢による区

分はありません。中国四国ブロックからは予選会を経て男女

それぞれ 1 チームが出場することができます。

本連盟は、バスケットボールを通じて心身の健全な育成を

図り障がい者の自立更生に寄与することを目的として平成 27 年春に設立しました。練習会を月 1 回程度

中部地区で行っており、初心者から経験者まで和気藹々とした中にも厳しさを持って活動しています。また、

中国四国ブロック予選会前には選抜チームの強化練習会も実施しています。現在は男子のみ活動しており選

手全員が 10 代の若いチームで、経験を積みながら更なる競技力の向上を目指しています。女子についても

大会出場を目指して選手を募集しているところです。

連盟設立からまだ間もなくスタッフも少ない人数で活動しています。選手・スタッフ共にバスケットボー

ルに興味を持たれた皆さんからのご連絡をお待ちしています。

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
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第 15 回全国障害者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」選手団記録一覧

個人競技選手数 18
団体競技選手数 8

オープン競技選手数 10
役　員　数 24
選手団合計 60
選手団団長 福留　史朗
旗　手 徳岡　英一

【獲得メダル数】
金メダル 7
銀メダル 10
銅メダル 3
合計 20

第１５回 全国障害者スポーツ大会の様子

アーチェリー（寺坂選手）陸上（谷選手） 卓球（石田選手） フライングディスク会場

水泳会場車いすテニスバレーボール
（聴覚障がいの部）

卓球バレーボウリング（下村選手）

【個人競技】
★陸上競技

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

森　　卓也 （株）守谷刃物研究所 ソフトボール投 30m42cm
（大会新） 1位 砲丸投 8m77cm

（大会新） 1位

中村　開知 ダイヤモンド電機（株） 200m 23秒 48 2位 100m 11秒 47 1位
原田　靖浩 広大産業（有） 砲丸投 12m38 5位 ジャベリックスロー 29m75 6位

安野　祐平 （同）楽志 800m 3分 8秒 98 2位 1500m 6分 27秒 78
（大会新） 2位

門脇　一也 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 200m 26秒 55 6位 100m 12秒 52 5位
門脇　雅也 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 200m 25秒 02 3位 100m 12秒 28 6位
谷　　悠聡 （株）JR西日本米子メンテック 200m 25秒 09 2位 100m 11秒 96 1位
渡　　翔雅 鳥取県立米子養護学校 50m 7秒 03 4位 立幅跳 2m41 4位
下池　えり 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 50m 8秒 90 4位 立幅跳 1m59 5位

門脇雅・谷・渡・下池 4×100mリレー 52秒 71 2位
★水泳	

氏　名 所　属 種　目 記　録 順位 種　目 記　録 順位

杉原　美由紀 鳥取県障がい者水泳協会 25m自由形 25秒 40 
（大会新） 1位 50m自由形 58秒 49 1位

山根　真奈 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 25m背泳ぎ 19秒 99 3位 50m背泳ぎ 43秒 47 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

森住　和彦 駅レンタカー米子営業所 アキュラシー
ディスリート5 9投 2位 ディスタンスメンズ 

スタンディング 45m12 2位

平田　一真 日清医療食品（株）中国支店 アキュラシー 
ディスリート5 6投 4位 ディスタンスメンズ 

スタンディング 34m00 4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 315 2位

★卓球
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位
加賀田　梓 日立フェライト電子（株） 一般卓球 4点 1位
前田　真那 鳥取県立鳥取聾学校 一般卓球 3点 2位
石田　瑠輝 鳥取県立琴の浦高等特別支援学校 一般卓球 3点 2位

★ボウリング
氏　名 所　属 種　目 記　録 順位
下村　伸一 （福）敬仁会　敬仁会館 壮年男子 623 5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） ベスト4

１　回　戦　鳥取県2ー0青森県
準　決　勝　鳥取県0ー2兵庫県
3位決定戦　鳥取県0ー2栃木県

【オープン競技】
種目名 氏　名 所　属 順位

車いすテニス
小林　泰朗 真和会桜苑 2位
和田　真次郎 （株）ヤマト 3位

卓球バレー 鳥取県選抜 敢闘賞
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●森　卓也（陸上）
　私は今回の全国障害者スポーツ大会に初めて参加してとにかく感じた事は、サポー

ト体制が思っていた以上にしっかりしていた事です。

　大会期間中は、朝競技場に行き、ホテルに戻るのは夜というパターンでとてもハー

ドスケジュールでしたが、現地ボランティアスタッフや鳥取県選手団サポートスタッ

フの手厚いサポートのお陰で、選手みんなが怪我・体調不良も無く、とても良いコ

ンディションで競技に向かうことが出来たと思います。

　このような大会に参加出来た事をとても良かったと思います。これからも練習を

しっかり頑張り、機会があればまた参加したいと思います。

●徳岡　英一（聴覚バレーボール、旗手）
　鳥取県聴覚障害者バレーボールクラブは、中四国予選を 2 連覇、そして 2 年連続

本大会出場となりました。今年は、当クラブが旗手の大役を担うこともあり、好成

績を収めようとチーム一丸となって練習を積み重ねました。

　いざ、迎えた本番。青森県との 1 回戦では練習を積み重ねた成果を見事に発揮し、

7 年振りの 1 回戦突破となりました。そこで見つかった課題を整理し、迎えた兵庫

県との準決勝では、主力選手の怪我もあり、残念ながら負けてしまいました。続く、

栃木県との 3 位決定戦も力及ばず負けてしまいました。結果的に 4 位という結果に

終わりました。

　私たちは今回の結果を重く受け止め、チーム全体の底上げを図るとともに、3 年連続

出場を目指し、練習を積み重ねています。これからもご協力よろしくお願いいたします。

第１５回全国障害者スポーツ大会に出場して

●山根　真奈（水泳）
　私は、初めて全国障害者スポーツ大会水泳競技大会に出場しました。種目は 25m・

50m背泳ぎを泳ぎました。

　25m背泳ぎは 19秒 99で 3位でした。初めての試合でとても緊張していましたが、

目標だった 20秒を切ることができたのでほんとに良かったし、嬉しかったです。50m

背泳ぎは 43秒 47で 3位でした。目標では、40秒切ることだったのであと少しでとて

も残念で悔しかったですが、メダルと花束をもらえました。初めての全国大会でずっと

緊張していましたが、頑張れたので良かったし、トップ選手と一緒に泳げてとてもいい経

験ができました。

　毎日寄宿舎で生活していますが、全国大会に行く前は寄宿舎には泊まらず自宅から通

い、朝練習の日は 5時半から、夜練習も毎日しました。疲れることもあったけど全国大

会に向けて力を入れるように頑張って練習をしました。頑張ってきた成果を出すことができてとても良かったと思い

ます。次の全国大会ではもっといい結果が出るように練習をしっかりとし、自己ベストを目指して頑張ります。

　今回の大会では多くの人にお世話になり、応援していただきました。本当にありがとうございました。

●田中　幸子（卓球バレー）
　「紀の国わかやま大会」オープン競技「卓球バレー」は、平成 27年 10月 18日に、

和歌山県立体育館において開催されました。

　大会は、チャンピオンリーグ 24チームと、きいちゃんリーグ 12チームの出場で

開催され、鳥取県チームはチャンピオンリーグに出場しました。選手は、東・中・西

部混合の 11人で、鳥取県チームの出場が決定してから 4回の合同練習を重ね、和

気あいあいとチームワーク良く大会に臨みました。

　1回戦は、緊張の中にも普段どおりの手腕を発揮し勝利することが出来、全員が

一つになった瞬間でした。その後の試合は、一喜一憂のゲームで、大きな声を張り

上げ、「ヨッシャ」「ドンマイ」と応援部隊も、自分がプレーしているように力が入

りました。

　閉会式には全員全力投入しすぎ、惜しくも 3位になれなかったこともあり、疲れもピークに達していまし

たが、初出場ながらも敢闘賞がいただけて次への第一歩になったと思います。
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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 2年連続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

第 26 回全国ふうせんバレーボール大会 準優勝
　11月23日（月）、北九州市立総合体育館にて第26回全国ふうせんバレーボール大会が開催されました。

全国から48チームが集まり、予選リーグ・決勝トーナメントを行いました。

　鳥取県からは「鳥取ドリーム・ゲゲゲ」が初出場し、予選リーグ1位のチームで行われる決勝トーナメン

トにおいて、見事準優勝の快挙となりました。今後の活躍が期待されます!

競技 期日 会場 試合結果 順位等

バレーボール 
（聴覚）

27.5.16（土） 
  ～ 17（日）

広島県：広島市安芸区 
スポーツセンター

（１　回　戦）鳥取県２－０愛媛県 
（決　　　勝）鳥取県２－１山口県

優勝	
※本大会出場

バスケットボール 
（知的男子）

27.6.20（土） 
  ～ 21（日）

広島県：広島県立 
びんご運動公園

（１　回　戦）鳥取県４６－７５広島市 
（交　流　戦）鳥取県１１－２９徳島県

グランドソフト 
ボール（視覚） 27.5.17（日） 鳥取県：淀江スポーツ広場 （１　回　戦）鳥取県３－１５広島県

ソフトボール 
（知的）

27.5.30（土） 
  ～ 31（日）

香川県：高松市立東部 
運動公園ソフトボール場

（１　回　戦）鳥取県０－１０徳島県 
（交　流　戦）鳥取県２－２０山口県

フットベース 
ボール（知的）

27.6.13（土） 
  ～ 14（日）

愛媛県：ビバ・スポルティア 
ＳＡＩＪＯ

（１　回　戦）鳥取県４－２４愛媛県 
（交　流　戦）鳥取県０－２９高知県

バレーボール 
（精神）

27.6.  6（土） 
  ～ 7（日）

鳥取県：鳥取県立 
米子産業体育館

（１　回　戦）鳥取県２－０徳島県 
（準　決　勝）鳥取県０－２山口県 
（3位決定戦）鳥取県０－２愛媛県

車椅子バスケット
ボール（身体）

27.5.29（金） 
  ～ 31（日） 山口県：ソルトアリーナ防府 （１　回　戦）鳥取県０－２０愛媛県
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～国際大会出場報告～

第８回アジア太平洋ろう者競技大会（台湾）
に出場して

●鳥取県障がい者陸上競技協会　中村 開知
　10 月 3 日～ 11 日まで、台北でアジア太平洋ろ

う者競技会の陸上競技に出場しました。国際大会に

出場するのは人生初でもあり、国内大会とは違い、

私にとって貴重な経験の一つでした。私はいつも言

いますが、「練習通りにすれば大丈夫」とか「緊張

するのは当たり前」とか言うのは簡単です。私が出

場したのは 100m と 4 × 100m リレーでしたが、

自分にとって、納得いかない結果に終わり、残念な

気持ちです。口から言った以上は自分に負けない気

持ちを持ち、挑戦することが大事だと実感しました。

これで終わりではないので、次の目標に向けて、コ

ツコツと積み重ね、皆さんに喜んでもらえる位結果

を出します ! 今後も頑張りますので、応援していただけると嬉しいです。

　皆さん、本当に応援ありがとうございました !

●鳥取県障がい者ボウリング協会　中村 洋三
　2015 年 10 月 3 日～ 11 日に台湾の桃園にて、

第 8 回アジア太平洋ろう者競技大会にボウリング日

本代表として出場しました。アジア大会出場は 2 回

目で、国際大会参加は 3 回目です。

　行く前、「メダルを 1 つだけでも獲得する !」を目

標にし、日々練習をしてきました。そしてアジア大

会では、シングルス戦、ダブルス戦、トリオ戦、団

体戦（5 人チーム）、総合個人戦の 5 つのボウリン

グ競技に出場しました。

　シングルス戦は 25 位でオイルコンディションに

慣れるのに苦労しました。でも、徐々に慣れてきて

ダブルス戦は 8 位、トリオ戦は、4 位入賞でした。

そして団体戦（5 人チーム）では、日本代表の皆と

力を合わせて頑張り、念願の銅メダルを獲得出来ました。メダル獲得の目標達成出来て嬉しいです。

　総合個人戦（24G）では、マスターズ進出が 16 位以上となっていますが、私の順位は、17 位でマスター

ズ進出まであと 2 ピンでした。マスターズ進出できず、悔しいです。でも、いい経験になりました。

　現在の私の目標は、デフリンピックのボウリング日本代表に選出、出場です。実現出来るように頑張りま

すので、どうぞ応援をよろしくお願いします。
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11 月 14 日（土）鳥取県立鳥取産業体育館にて、「第 4 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・フライングディスク・卓球バレー・ふうせんバレーボール・ボッチャ・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・カローリングを実施し

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。

第４回鳥取県障がい者スポーツフェスティバルの様子

第４回鳥取県障がい者スポーツフェスティバル

開会式 準備体操 ふうせんバレーボール

卓球バレー ボッチャ

閉会式

フライングディスク

カローリング

卓球 表彰式

スカットボールパットゲームスター
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●鳥取市スポーツ推進委員　山根　浩（卓球バレー役員）
　この度、4 回目の鳥取県障がい者スポーツフェスティバルが開催されましたが、私にとっては

初めての参加でした。運営役員として会場に向かいましたが、この大会は、障がいがあるなしに

かかわらず、年齢や性別、また、役員やボランティアも参加できる大会です。

　今回私は「卓球バレー」というニュースポーツの役員をしながら、選手としても初めての試合

に参加しました。「卓球バレー」とは、その名の通りの競技で、見た目は卓球、ルールはバレーボー

ルというような感じで、ネットを挟んで 1 チーム 6 人が卓球台の周りに腰をかけ、ピンポン球を

転がします。そしてラリーをしながら 3 打以内で相手コートへ打ち返す、というゲームです。今

回は 5 チームのリーグ戦を行いました。慣れてくるとボールのスピードも速くなり、かなり熱く

なります。「卓球バレー」は広くない場所でも気軽に出来る競技です。そして、驚くことに、中

には全国大会に出場されたチームもおられました。

普段、卓球を特技としている私も、そういう強い

チームを見るとついむきになってしまい、運営役

員という仕事を忘れてしまいそうなほど、楽しい

時間を過ごすことができました。

　どんなスポーツでも、みんなの心が繋がって挑

戦出来るという気持ちが自分に持てたことを嬉し

く思います。

　来年も是非、参加したいです。

第４回鳥取県障がい者スポーツフェスティバル参加者の声

●鳥取市医療看護専門学校　船本　理央（ボランティア）
　私は、鳥取県障がい者スポーツフェスティバルにボランティアとして初めて参加しました。特

に印象に残っている競技は、性別・年齢関係なくできる、卓球バレーです。私も競技に参加させ

てもらいましたが、ルールは簡単でも、競技自体は難しく参加者の皆さんのように上手にできま

せんでした。私が失敗した時には、皆さん優しく「大丈夫、次頑張ろう」「どんまい」などの声か

けをしてもらい私も楽しむことができました。

　私は、医療系の学校に通っていますが、障がいを持っている方々に関わることは、まだ多くあ

りません。今回のボランティアを通して、声のか

け方やジェスチャーで伝えることの難しさを学ぶ

ことができました。このような機会があることで

たくさんの人と接することができるのでもっと

もっと障がい者スポーツが発展すれば良いなと思

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、今後も積極的にボランティアに参加してい

きたいと思います。
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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、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・水中運動共実施いたしました。

※平成 28 年度につきましては現在検討中ですので、ご了解下さいませ。

◆月曜日

　13:30 ～ 15:00

倉吉体育文化会館

（倉吉市山根）にて

（平成 27 年度実績）

◆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 27 年度実績）

◆ニュースポーツ

　木曜日

　13:30 ～ 15:00

◆水中運動

　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 27 年度実績）

東部障がい者
レクリエーション
スポーツ教室

中部スポーツ教室 中部障がい者
水泳教室

◆水曜日

　昼 13:30 ～ 15:00

　夕 17:15 ～ 18:45

◆月 2 回土曜日

　13:30 ～ 15:00

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 27 年度実績）

東部スポーツ教室

◆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

（平成 27 年度実績）

◆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

（平成 27 年度実績）

西部障がい者
水泳教室 西部スポーツ教室

西部障がい者水泳教室の様子

東部スポーツ教室の様子
（スカットボール）

西部スポーツ教室の様子
（軽体操）

東部障がい者スポーツ教室の様子
（水中運動）

中部障がい者水泳教室の様子

中部スポーツ教室の様子
（ソフトバレーボール）
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スポーツ教室に参加して

総合型地域スポーツクラブへの障がい者参加推進事業

●米子市　白川　仁一
　私は、78 歳になります。今までスポーツは、「見る」ものでした。でも、スポー

ツ教室に参加していろんなスポーツを知り、またたくさんの友達が出来ました。

　去年は、和歌山県で第 15 回全国障害者スポーツ大会オープン競技「卓球バレー」

に出場しました。散々な結果でした。厳しい規則に負けてしまいました。でもいい

思い出になりました。

　これからもスポーツ教室に参加して、みなさんといっしょに楽しく過ごしていき

たいと思います。”自分に「陽」”

●琴浦町　岡本　祐子（保護者）
　2 年前から今年 5 歳になる娘と一緒に、中部障がい者水泳教室に参加させても

らっています。娘は生まれつき全身の関節が曲がりにくい、伸びにくい病気です。

親の私が不安だらけで、出来るだけいろいろな経験をさせてたくさんの知り合いや

自分のペースで出来ることをひとつでも見つけるきっかけになってくれたら、と思

い、通い始めました。

　今ではすっかりみなさんにかわいがっていただき、「プール大好き !!」と教室の日

を心待ちにしています。コーチと一緒に背泳ぎも練習中です ! 障がいがあってもく

じけない娘の姿を見て、上手に指導してくださるコーチや指導員の方々に感謝して

おります。親子共々、目標を持って成長していきたいと思っています。今年もみな

さんと楽しく水泳が出来ますように。どうぞよろしくお願いいたします。

●鳥取市　矢部　芙美子
　今朝も足腰のご機嫌を伺いながら、片足ずつゆっくりと這

は

い出す。今日は木曜日、障がい者スポーツ教室の日。火曜日の障

がい者プール教室の日と共に、この不満足な身体と気持ちを支え脈拍を上げる為の

大切な日です。1、2 ～、3、準備運動が始まる。寒い今日は一段と人工骨の関節

が固く、脊柱間狭窄症の腰、下肢が痛み動きたくないと節々をしっかり掴
つか

んで離さ

ない。そんな私に若い指導員さんは手を貸し励まし粘り強い時間を共に過ごしてく

ださる。やがて滞っていた血が動き始めるのを感じ脈拍の上昇と共に元気スイッチ

が入り、もう少し頑張れる頃合に終了時間、この教室に参加するようになって数あ

るゲーム、スポーツが決して健常で元気溢
あふ

れる人達だけのものではない事を認識し

ました。それらは様々に工夫され、個々の状態に応じて指導員さんの手が入り、明

日も明後日も自分の足で歩ける動けるとの希望が芽生えます。障がい者スポーツ教

室の存在を 1 人でも多くの人に知ってもらい、楽しさを味わって欲しいと思います。

　障がい者が各地にある総合型地域スポーツクラブにおいて、運動やスポーツレクリエーション活動に参加しやすい環境

づくりを目指すことを目的とし、県内 5カ所のモデルクラブで、障がい者スポーツ体験教室を実施しました。

若桜クラブ

卓球バレーの様子

若桜クラブ

フライングディスクの様子

NPO 法人地域スポーツ推進協会

トランポリンの様子

ほうきスマイリースポーツクラブ

カローリングの様子

スポ net なんぶ

スポーツ吹き矢の様子

（一社）山陰リンクの会

室内 GG の様子

スポ net なんぶ

水中運動の様子

スポ net なんぶ

タオル軽体操の様子
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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）

・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
〒 680-8570・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/

・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

鳥取県障がい者スポーツ競技力向上事業

【平成２７年度強化指定選手実績】・※個人競技で主なものを掲載

【平成２８年度強化指定選手】

№ 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 バンコク2015アジアパラアーチェリー選手権大会 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 2015China オープン 1500ｍ 3位・400ｍ 4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 第8回アジア太平洋ろう者競技大会 走高跳 2位・走幅跳4位 Ａ

4 陸上競技 前島 浩二 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 第8回アジア太平洋ろう者競技大会 やり投げ 3位 B

5 陸上競技 中村 開知 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 第8回アジア太平洋ろう者競技大会 100ｍ 6位・4× 100リレー 3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 2015ジャパンパラ陸上競技大会 5000ｍ1位　2015日本ＩＤ陸上競技選手権大会 5000ｍ3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 第8回アジア太平洋ろう者競技大会 団体 3位 B

8 卓球 浦　  雅行 鳥取県障がい者卓球協会 男 第7回鳥取県障がい者スポーツ大会出場 C

9 卓球 前田 真那 鳥取県立鳥取聾学校 女 第52回全国聾学校卓球大会 団体・シングルス出場 C

10 水泳 米村　  允 鳥取県障がい者水泳協会 男 第20回中国四国身体障害者水泳選手権大会 200ｍ個人メドレー1位 C

11 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 第41回世界選手権大会 ベスト 8 C

№ 競　技 選手名 所　属 性 推　　薦　　理　　由
1 陸上競技 前島 博之 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 中央競技団体強化指定A　第３回世界ろう者陸上競技選手権大会出場決定

2 陸上競技 前島 浩二 鳥取県障がい者陸上競技協会 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出場決定

3 陸上競技 中村 開知 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 中央競技団体強化指定Ｂ

4 陸上競技 岡野 大地 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 2015ジャパンパラ陸上競技大会 5000ｍ 1位　2015日本ＩＤ陸上競技選手権大会 5000ｍ 3位

5 陸上競技 森　卓也 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 2015ジャパンパラ陸上競技大会 砲丸投 1位　第 15回全国障害者スポーツ大会 砲丸投 1位

6 陸上競技 野田 昭和 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 2015China オープン 1500ｍ 3位・400ｍ 4位

7 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　バンコク2015アジアパラアーチェリー選手権大会 ベスト 16

8 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8回アジア太平洋ろう者競技大会 団体 3位

9 陸上競技 安野 祐平 鳥取県障がい者陸上競技協会 男 800ｍ日本記録　第26回日本パラ陸上競技選手権大会・2015ジャパンパラ陸上競技大会 100ｍ2位

10 水泳 米村　 允 鳥取県障がい者水泳協会 男 第20回中国四国身体障害者水泳選手権大会 200ｍ個人メドレー1位

11 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 第41回世界選手権大会 ベスト８



15

平成 28 年度鳥取県障がい者スポーツ協会事業計画

第 28 回 鳥取さわやか車いす＆
　　　　湖山池マラソン大会

第８回 鳥取県障がい者スポーツ大会

第１回 鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル

（1）期　　日
（2）場　　所

（3）競技種目

昨年までの名称だった「鳥取県障がい者スポーツフェスティバル」をリニューアルしました。スポーツ
経験の有無を問わず、様々な年代の人にお集まりいただき、試合やニュースポーツの体験等を通じて交
流し、スポーツを楽しんでもらえる予定にしております。奮ってご参加下さい！！

平成 28年 11月 12日（土） 10:00～ 15:00
鳥取県立鳥取産業体育館
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
羽根っこ、スカットボール、カローリング、フロッカー etc.

ふうせん
バレーボール

フライング
ディスク

平成 28年 9月 11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 28年 5月 14日（土）・15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、鳥取産業体育館
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 16 回全国障害者スポーツ大会岩手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下さい !!

（1）期　　日
（2）場　　所

（3）競技種目

（1）期　　　　日
（2）場　　　　所

（3）競  技  種  目
（4）体験コーナー
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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

◆個人会員
濵﨑・智煕

◆第 27 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・有限会社サンイ

ンマルイ・クリヤマ株式会社・日本交通株式会社・株式会社アシックス・ミズノ株式会社・株式会社橋尾スポーツ・

ホテルモナーク鳥取・社会福祉法人鳥取県厚生事業団・トスク株式会社・株式会社アベ鳥取堂・有限会社村尾事務機・ジェ

イライフサービス株式会社・株式会社昭和電設・株式会社ニシ ･ スポーツ・有限会社ウエダ印刷・第一道路施設株式会社・

有限会社鳥取義肢製作所・米子ワークホーム・有限会社西川テント商会・東亜道路工業株式会社

◆第 27 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・中部総合事務所振興局・中部総合事務所県土整備局維

持管理課・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・三朝町社会福祉協議会・米子ワークホーム・鳥取県障がい者陸上競技協会・鳥取県障がい者卓球協会・

鳥取県障がい者水泳協会・鳥取県立白兎養護学校・鳥取県立米子養護学校・鳥取県立鳥取工業高等学校・社会福祉法

人鳥取県厚生事業団・第一道路施設株式会社・山陰警備保障株式会社・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・鳥取県東部農林事務所農業振興課・東部農林事務所八頭事務所農林業振興課・鳥取県埋蔵文化財セン

ター・社会福祉法人鳥取県身体障害者福祉協会・鳥取県東部県税事務所・鳥取県土整備事務所建設総務課福祉相談セ

ンター・鳥取県教育センター・株式会社ルートシー・株式会社いなば・ワイド警備保障有限会社・有限会社ウエダ印刷・

岩美かたつむり工房・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鹿野町総合福祉センター・鳥取市社

会福祉協議会気高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致します。

<平成28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17日（日） 2016中国・四国障害者陸上競技大会 コカ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場

4月24日（日） 第4回中国地区障がい者スポーツチャンバラ大会
兼第17回鳥取県スポーツチャンバラ大会 北栄町北条B&G海洋センター体育館

4月30日（土）・5月1日（日） IPC公認第 27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 コカ･コーラウエストスポーツパーク陸上競技場

5月14日（土）・15日（日） 第8回鳥取県障がい者スポーツ大会
兼第16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

6月  4日（土） 第16回全国障害者スポーツ大会フットベースボール競技
中国四国ブロック予選会 鳥取市倉田スポーツ広場

7月  9日（土） 第6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30日（土） 第4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

7月30日（土）・31日（日） 平成28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 鳥取県立鳥取産業体育館

9月11日（日） 第28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25日（日） 第4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22日（土）～24日（月） 第16回全国障害者スポーツ大会「希望郷いわて大会」 北上総合運動公園北上陸上競技場 他

11月12日（土） 第1回鳥取県あいサポート・スポーツフェスティバル 鳥取県立鳥取産業体育館

12月  3日（土） 第8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）


