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4 月 29 日（水・祝）から６月５日（金）にかけて、県立障害者スポー

ツ交流館や県立三木総合防災公園などを会場に「第９回兵庫県障害者のじ

ぎくスポーツ大会」が開催されました。今年は県内各地から計２，１５７

人が参加しました。 

 本大会は、１０月２４日（土）から１０月２６日（月）まで行われる第

１５回全国障害者スポーツ大会「紀の国わかやま大会」の選考会も兼ねて

おり、選手は全国大会に向けて力いっぱい競技に取り組みました。 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

 

5 月 1６日(土) 

卓球(身体・知的) 

ＦＤ(身体・知的・精神) 

5 月 1５日(金) 

卓球(精神) 

5 月 1７日(日) 

水泳(身体・知的) 

 

第 9 回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会

第９回兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会参加人数

計２，１５７人 

ユニバー記念競技場で車いす使用者の部が開催されました。

昨年は雨のため中止となりましたが、今年は無事実施され、陸

上・フライングディスクの競技が行われました。スラロームな

ど、車いす大会独自の競技も実施され、選手のたくみな車いす

操作、懸命の試技・投てきが驚きと感動を与える大会となりました。 

 

兵庫県立障害者スポーツ交流館で一般卓球(精神の部)が開催さ

れました。上級者から卓球を始めたばかりの方まで出場選手 91 名

の熱気あふれる試合が行われました。選手やスタッフの交流・親睦

を深めた 1 日となりました。 

 

兵庫県立障害者スポーツ交流館で一般卓球(身体・知的

の部)が開催されました。選手のみなさんは日頃の練習の

成果を存分に生かし、朝から熱戦が続きました。昼から

のオープントーナメント決勝戦は、会場中が注目する中、

激しいラリーの続く熱戦となりました。 

県立三木総合防災公園第 2 陸上競技場では、フライングディスク競技が開催されました。本

競技は今大会から「アキュラシー(的に入った枚数を競う)」と、「ディスタンス(距離を競う)」の

両種目にエントリーすることが可能となりました。３７５名の選手が参加し、それぞれの記録に

挑戦しました。 

 

三木山総合公園屋内プールで水泳競技が開催され、県内各地

から 1３１名の選手が参加しました。自己新記録をぬりかえた

り、昨年は最後まで泳ぎきれずリタイアした選手が、最後まで

泳ぎきることができたりと、今後の競技発展に期待できる大会

となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

競技名 陸上・FD 陸上 水泳 

卓球 

（STT 含む） 

FD ボウリング 

バレー 

ボール 

バスケット

ボール 

ソフト 

ボール 

サッカー 

対象 車いす 身体 知的 身体 知的 

身体 

知的 精神 

身体 

知的 精神 

知的 知的 知的 知的 知的 

参加人数 １３６人 ７９６人 １３１人 ２9２人 ３７５人 ８５人 ５６人 ４２人 ７５人 １６９人 

4 月 29 日(水・祝) 

車いす使用者の部 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

 

5 月２３日(土) 

ソフトボール(知的) 

サッカー(知的) 陸上(身体・知的) 

 

 

県立三木総合防災公園で３つの競技を実施しました。 

野球場・多目的グラウンドではソフトボール、第 1・

２球技場ではサッカー、第 1・2 陸上競技場では陸上を

実施しました。 

兵庫県陸上競技協会、三木市陸上競技協会、学生をはじめとする多くのボランティアの方々に

支えられた陸上では、円滑な運営のもと、選手は日頃の練習の成果を十分に発揮しました。総合

優勝は昨年に引き続き西脇市選手団となりました。 

 

 

神戸六甲ボウルでボウリングが開催されました。昨年同

様、男性の部が激しいスコア争いとなりました。勝ち負け

に関係なく仲間の健闘に拍手を送り、ハイタッチをする姿

がみられ、スポーツマンシップ溢れる大会となりました。 

兵庫県立障害者スポーツ交流館ではバスケットボール

とバレーボールが開催されました。バスケットボールはダ

イナミックなプレーが続出し会場を沸かせました。バレーボールは各チームとも素晴らしいチー

ムワークで白熱した試合が繰り広げられ、両競技とも見応えのある素晴らしい大会となりました。 

 

 

兵庫県立障害者スポーツ交流館で STT が開催され、６１名の

選手が出場しました。STT は４つの小さな鉄製球が入ったピン球

を使って試合を行います。静かな室内で球を打ち合う激しい音が

響きわたり、会場内は緊張感と選手の皆さんの熱気であふれまし

た。今年から、公式球がセルロイド製からプラスティック製に変

更となり、初めて使用される選手も多い中での試合となりました

が、笑顔のあふれる１日となりました。 

 
 

 

この事業は、一般財団法人みなと銀行文化復興財団、 様からの助成・協賛を 

受けて開催しました。ご支援ありがとうございました。 

 

5 月２４日(日) 

ボウリング(知的)  

  バスケットボール(知的) 

  バレーボール(知的) 

６月 5 日(金) 

S T T
サウンドテーブルテニス

(身体) 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

 

選手氏名 所属 選手氏名 所属

スラローム 服部　敏明 西はりまリハビリテーショ ンセンター 25m自由形 八十川 一三 三田市

スラローム 寺谷 里美 西はりまリハビリテーショ ンセンター 50m自由形 安田 帆孝 三田市

100m 西本 舞風 姫路聴覚特別支援学校 25m背泳ぎ 神山 則子 西宮市

200m 常見 萌乃 姫路聴覚特別支援学校 25m自由形 峰安 海斗 相生市

走高跳 中谷 元紀 姫路聴覚特別支援学校 50m自由形 白岩 和子 尼崎市

100m 恒岡 輝 姫路聴覚特別支援学校 25m自由形 鈴 香代子 尼崎市

800m 佐藤 智也 視覚特別支援学校 25m自由形 山本 貴士 光都スポーツクラブ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 萩本 昇 明石市 25m背泳ぎ 井本 尚輝 光都スポーツクラブ

砲丸投 大川 雅大 姫路市 25mバタフライ 橋本 琢磨 光都スポーツクラブ

走幅跳 安井 宏幸 姫路市 50m自由形 幸島 琢真 西はりま特別支援学校

1500m 猪熊 勇之介 三田市 50m平泳ぎ 國分 将史 マンターズＳＣ

砲丸投 松原 正文 三木市 一般卓球 冨田 陽子 尼崎市

1500m 岡崎 隆吾 西脇市 一般卓球 大川 昌利 明石市

50m 森下 開登 播磨特別支援学校 一般卓球 横山 良子 西宮市

1500m 田栗 健伸 播磨特別支援学校 一般卓球 吉田 典平 淡路市

50m 大野 靖恵 アスリートクラブいなみ野 STT 多井 直美 明石市

200m 馬木 直哉 アスリートクラブいなみ野 STT 植山 玲奈 宝塚市

100m 木村 真耶加 ＳＯ兵庫・西宮 一般卓球 康乗 由佳 播磨特別支援学校

50m 沖野 政人 尼崎厚生はすの会 一般卓球 曲田 一貴 西宮総合福祉センター

200m 中尾 誠 姫路特別支援学校 一般卓球 角谷 久美 西宮総合福祉センター

800m 小南 政英 ワークホーム高砂 一般卓球 宇田賀 亮介 五色精光園

50m 益田 貴之 阪神昆陽特別支援学校 アキュラシーディスリート・セブン 家根谷 靖彦 明石市

1500m 堀井 宏基 阪神昆陽特別支援学校 ディスタンス・レディース 久穂 善美 尼崎市

50m 松山 光嗣 西宮総合福祉センター ディスタンス・メンズ 木村 道雄 市川町

400m 前川 丈一郎 いなみ野特別支援学校 ディスタンス・メンズ 大河内 健一郎 赤穂市

壮年 酒井　純自 ＳＯ兵庫・西宮 ディスタンス・メンズ 西山 毅 赤穂市

少年 十倉　雅 高等特別支援学校 アキュラシーディスリート・ファイブ 小山 政幸 高砂市

壮年 岡　淳司 ふれあいセンター アキュラシーディスリート・ファイブ 山下 正人 中播福祉会　香翠寮

壮年 樋口　誠 個人 アキュラシーディスリート・ファイブ 山梨 雄伸 赤穂精華園

青年 千原　長七 ＮＰＯ法人ざくろ ディスタンス・メンズ 大道 佳生 三田こぶしの園
アキュラシーディスリート・ファイブ 北川 めぐみ ほほえみ会
アキュラシーディスリート・ファイブ 清水 和代 姫路学園

ディスタンス・メンズ 黒川 武文 赤穂市

ボ

ウ

リ

ン

グ

卓

球

フ

ラ

イ

ン

グ

デ

ィ
ス

ク

陸

上

（
知

的

の

部

）

競技・種目名 競技・種目名

水

泳

陸

上

（
身

体

の

部

）

第15回全国障害者スポーツ大会紀の国わかやま大会兵庫県選手団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
団体競技大会出場種目 
 
○車椅子バスケットボール     
○聴覚障害者男子バレーボール 
○聴覚障害者女子バレーボール 
○知的障害者男子バレーボール   
○知的障害者女子バレーボール 

以上のメンバーを兵庫県選手団として、１０月９日（金）に結団式を行ったのち、１０月２４日（土）
から全国障害者スポーツ大会に参加します。皆様、応援のほどよろしくお願いいたします。 

 

2015 年スペシャルオリンピックス夏季世界大会

知的障害者のスポーツの祭典「スペシャルオリンピックス夏季世界大会」が、アメリカ・ロ

サンゼルスで７月２５日から８月２日に開催されました。 

兵庫県からは澤井選手（陸上）・住田選手（テニス）が出場しました。２選手は大会参加前の

７月１０日に兵庫県庁を訪れ、井戸知事から激励の言葉を贈られました。 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

  

２０２０パラリンピック推進事業 

 パラリンピックに向け、兵庫県からひとりでも多くの日本代表選手を輩出することを目指す

とともに、障害者スポーツの普及啓発、スポーツを通した障害のある方の社会参加を促進する

ため、「２０２０パラリンピック推進事業」を展開しています。 

・パラリンピック種目の競技体験会、アスリートによる講演会などを開催します。 

 ・中学生、高校生を中心に選手発掘のための記録会、スポーツ教室を開催します。 

詳細が決定したものから順にホームページに掲載しますので、ぜひご参加ください。 

 

 

 

平成 27 年度下半期行事日程について

行 事 日 程 場 所 

第１５回全国障害者スポーツ大会 

兵庫県選手結団式 
平成２７年１０月９日（金） 兵庫県中央労働センター 

第１５回全国障害者スポーツ大会 

紀の国わかやま大会 

平成２７年１０月２４日（土）

～平成２７年１０月２６日（月） 
和歌山県 

第９回兵庫県障害者のじぎく 

スポーツ大会（精神バレーの部） 
平成２７年１１月１９日（木） グリーンアリーナ神戸 

第３７回兵庫県障害者 

スポーツ指導者養成講習会 

平成２８年１月９日（土） 県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

平成２８年１月１６日（土） 県立障害者スポーツ交流館 

平成２８年１月２３日（土） 県立総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 

兵庫県障害者スポーツ協会表彰式 平成２８年２月（予定） 兵庫県公館 

検索 

）） 

http://web.pref.hyogo.jp/kf10/supokyou.html 知る 体験 見る 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

 

兵庫県の障害者スポーツ競技団体一覧

項番 団体名 競技名 ＨＰ・ブログ 

１ 兵庫パラ陸上競技協会 陸上競技 ― 

２ 兵庫県ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ･ﾏﾗｿﾝ協会 マラソン ― 

３ 兵庫県障害者ﾀﾝﾃﾞﾑｻｲｸﾘﾝｸﾞ協会 自転車 http://sasafune.jimdo.com/ 

４ 日本障害者乗馬協会 関西支部 乗馬 http://www.jrad.jp/ 

５ 兵庫県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟 ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ ― 

６ 兵庫県身体障害者ｱｰﾁｪﾘｰ連盟 ｱｰﾁｪﾘｰ ― 

７ 兵庫県障害者卓球連盟 卓球 ― 

８ 兵庫県卓球ﾊﾞﾚｰ連盟 卓球バレー ― 

９ 兵庫県障害者ふうせんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 
ふうせんﾊﾞﾚｰ
ﾎﾞｰﾙ 

http://www.hyogonofusen.com/ 

１０ 兵庫県ﾛｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾊﾞﾚｰ ― 

１１ 兵庫県身体障害者水泳連盟 水泳 ― 

１２ 兵庫県身体障害者ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ協会 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ http://www.hyoshinkyo.jp/golf.html 

１３ 兵庫県身体障害者野球連盟 軟式野球 ― 

１４ 兵庫県ﾎﾞｯﾁｬ協会 ボッチャ ― 

１５ 兵庫障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ― 

１６ 兵庫県ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ協会 ｺﾞｰﾙﾎﾞｰﾙ http://blog.goalball.main.jp/ 

１７ 兵庫県身体障害者ｽｷｰ協会 スキー ― 

１８ 兵庫県ﾁｪｱｽｷｰ協会 スキー 
http://www.eonet.ne.jp/~inoinoino/index

.html 

１９ 
兵庫県特別支援学校（知的）ｻｯｶｰ連

盟 
サッカー http://blogs.yahoo.co.jp/htysoccer 

２０ 兵庫県視覚障害者ｻｯｶｰ協会 サッカー ― 

２１ 兵庫県脳性麻痺７人制ｻｯｶｰ協会 サッカー http://cpkobe7.cafemix.jp/ 

２２ 兵庫県電動車椅子ｻｯｶｰ協会 サッカー http://sports.geocities.jp/hpfa2014/ 

２３ 兵庫県ﾒﾝﾀﾙｹｱﾌｯﾄｻﾙ連盟 フットサル 「（団体名） Facebook」で検索してください 

２４ 兵庫県車いすﾃﾆｽ協会 テニス http://hyogo-wta.com/ 

２５ 近畿ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞﾃﾆｽ協会 テニス http://kinki-bta.jpn.org/top.shtml 

２６ 兵庫県障がい者ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ http://kkbc.pncn.net/ 

２７ 兵庫県障害者ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ連盟 ﾛｰﾝﾎﾞｳﾙｽﾞ http://hwlbc.com 

２８ 兵庫県障害者空手道部会 空手 http://karatedoharima.mu-sashi.com/ 

２９ 兵庫県ﾃﾞｨｽｴｲﾌﾞﾙﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ連盟 ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ http://team-tetsuwan.com/barbellclub/ 

３０ 兵庫県身体障害者吹矢協会 吹矢 ― 

３１ 兵庫県障害者社交ﾀﾞﾝｽ連盟 ダンス ― 

 

 

各競技団体の講習会や大会情報はひょうごの障害者スポーツサイトをご覧ください。 
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兵庫県障害者スポーツ協会だより（平成 27 年 9 月号） 

  

 

 

 

 

 

 

 

平成１２年、スポーツクラ

ブ２１の設立以来、県内各地

で多数のスポーツクラブが活

動しています。この度、スポ

ーツクラブに障害者スポーツ

指導員を派遣し、障害者スポ

ーツを体験していただける事

業を開始します。興味のある

方は当協会まで是非お問い合

わせください。 

 

平成２７年度（公財）兵庫県障害者スポーツ協会役員一覧

当局役職 氏   名 

理事長 金澤 和夫 

副理事長 荒木 紀一 

常務理事 竹内 良二 

理事 木村 佳史 福田 直眞 涌波 和信 増田 和茂 金山 千広 江本 幸仁 門前 善康 

監事 和田 修 薦野 信  

評議員 
柏 由紀夫 大橋 秀隆 山口 泰雄 小山 友一 岡田 和隆 蓬莱 和裕 米 靖弘 

岩崎 敏彦 小原 冷子 永守 研吾 窪田 雅夫 米田 義一  

評議員選定委員 森田 啓之 谷口 泰司 窪田 雅夫 和田 修 関 孝和  

 

業務・財務報告 

理事会    

日  程・・・平成２７年５月１８日（月） 
議  案・・・平成２６年度事業報告・収支決算（案）、評議員候補者の推薦、定時評議員会の招集 
報告事項・・・障害者スポーツ推進プロジェクトについて、理事長並びに副理事長及び常務理事の職務の

執行の状況 
  

講習会のお知らせ（スポーツクラブへの指導者派遣） 

障害者スポーツネットひょうごは、兵庫県内の障害者スポーツを推進するため、障害者スポーツの

関係機関及び団体との有機的な連携を構築し、限りある人材、知識、情報等の効果的な稼動・運用を

図る事を目的とした団体です。 

事業内容  ・障害者スポーツの情報収集と発信   ・ユニバーサルスポーツの支援 

・アスリート、指導者人材バンクの派遣  等 

 

 

http://hyogo-ssnet.com/hsnd/index.html 検索 
）） 

プログラム ☑２時間 

み る DVD や写真、図書の紹介。 

知 る 障害者スポーツや障害のある方の話。 

触れる いろいろな障害者スポーツ用具に触れる、体験する。 

スポーツクラブ２１への障害者スポーツ指導員派遣 

詳細は兵庫県の障害者スポーツ協会のページをご覧ください。

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw20/hw20_000000001.html 

 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/hw20/hw20_000000001.html
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評議員会      

日  程・・・平成２７年６月１０日（水） 
議  案・・・平成２６年度事業報告及び決算承認、理事の選任、評議員候補者推薦  
報告事項・・・平成２７年度事業計画 

 

評議員選定委員会  

日  程・・・平成２７年７月１日（水） 
議  案・・・評議員の選任 

 

「障害者スポーツ支援自動販売機」設置のお願い

当協会では、飲料各社のご協力を得て、売り上げの一部が障害者スポ－ツの振

興のために生かされる自動販売機の設置を進めています。 

県民の皆様の障害者スポーツへの理解を促進し、飲料の購入を通じて障害者ス

ポーツの振興に参画いただける『障害者スポーツ支援自動販売機』の設置にご協

力ください。 

設置者：公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会 

管理者：飲料各社 

費 用：光熱費等は当協会が負担します。費用負担は発生しません。 

     設置場所を提供いただくのみで、障害者スポーツへの支援が可能とな    

     ります。ぜひ、ご検討ください。 

問い合わせは、当協会（電話 078-341-7711 内線：3026）まで 

 

（公財）兵庫県障害者スポーツ協会 賛助会員を募集しています！

当協会では、スポーツを通じ障害者の健康増進や生きがいづくり

だけでなく、社会参加を促進するとともに、県民の皆様の障害への

理解を深めるための取組を展開しています。 

当協会では、全国障害者スポーツ大会への選手派遣や兵庫県障害

者のじぎくスポーツ大会、全国車いすマラソン大会の開催など、障

害のある人が持てる力を発揮する場として、様々な大会の開催や派

遣などの事業を実施しました。 

また、地域での障害者スポーツの振興を図るための障害者スポー

ツ指導者の養成や練習会の開催、顕彰事業などを実施しています。 

皆様から寄せられた賛助会費は、当協会が行う各種事業のための経費に充てさせていただきます。 

皆様のご協力をぜひともお願いします。 

◆年会費◆ 

 普通会員（個人）    1 口 1,000 円 

 特別会員（法人・団体） 1 口 ５,000 円 

 

※ 郵便局、ゆうちょ銀行の ATM または郵便局窓口でお振込をお願いいたします。 

（振込手数料は不要です） 

【振込先】 

 振替口座 00950-3-226123 

 口座名義 公益財団法人兵庫県障害者スポーツ協会 

 

 


