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やまぐちパラアスリート育成ファンド令和3年度

認定選手

公益社団法人

〒753-0092

☎083-901-4065  FAX083-901-4064
E-mai l :webmaster@syospo-yamaguchi.jp

山口市八幡馬場３６番地の１
山口県身体障害者福祉センター内
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　謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

　平素より、会員の皆様をはじめ多くの皆様に、当協会の活動

に格別のご理解、ご支援を賜わっているところであり、厚くお

礼を申し上げます。

　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、本

県においてもイベント等の開催制限や県有施設の利用制限が行

われるなど、経済・社会生活に多大な影響を受けた年でした。障害者スポーツでは、第21回

全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」が中止となったほか、当協会主催の各種の大

会等も中止せざるを得ない残念な状況でした。全国大会については、これにより３年続いて

開催されなかったこととなり、参加を予定されていた選手・役員をはじめ関係の皆様には、

大変悔しい思いをされたことと思います。

　そうした中、１年延期されていた「東京2020パラリンピック競技大会」が開催され、連日、

パラアスリートの活躍がマスコミ等で取り上げられ、障害者スポーツに対する関心は大いに

高まったところであります。

　本年も、新型コロナウイルスの影響により、スポーツ大会の開催等に制約が出てくること

が予想されますが、当協会といたしましては、感染防止対策を徹底しながら、様々な事業を

展開し、障害者スポーツの普及・振興に鋭意取り組んでいく所存ですので、会員の皆様をは

じめ多くの方々からの一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、皆様の益々のご発展、ご多幸を祈念して、新年のご挨拶といた

します。

年頭あいさつ年頭あいさつ
山口県障害者スポーツ協会　会長　藤田　英二

山口県障害者スポーツ協会
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当 協 会 の 広 報 紙「Sm i l e」は、

赤い羽根共同募金の助成金で

発行しています。

皆様のご寄付により活動しています。

赤い羽根共同募金

ありがとう

１１月２４日（水）
認定式の様子

あたたかいご支援ありがとうございます
やまぐちパラアスリート育成ファンドへの寄附に対する感謝状贈呈

株式会社日本セレモニー（１２月２３日）

応援してくださった企業の皆様
・JAグループやまぐち
・株式会社オータニ
・株式会社はんど
・宇部工業株式会社
・トヨタカローラ山口株式会社
・福永商事株式会社
・あさひ製菓株式会社
・株式会社日本セレモニー
・西部石油株式会社
・生活協同組合コープやまぐち

競技名

陸 　 上

水 　 泳

ボッチャ

FIDバスケ

車いすバスケ

パラアイスホッケー

所在地

防府市

岩国市

下関市

下関市

周南市

下関市

所　属

（株）D2C

KSG柳井スイミングスクール

山口県ボッチャ協会

下関ブルーハリケーン

山口オーシャンズ

ロスパーダ関西

主な実績等

2019WPAグランプリ（パリ）100m・800m出場

2020日本知的障害者水泳連盟育成選手

2019ボッチャ選手権３位（BC1）

2021FIDバスケットボール男子日本代表Bチーム

2021ＪＷＢＦ男子Ｕ-23強化育成選手

J-SRARプロジェクト３期生

年齢

29歳

18歳

24歳

22歳

19歳

17歳

障害
区分

身体

知的

身体

知的

身体

身体

氏　名

八木　明歩

白石　美祈

仁田原裕貴

門脇　治喜

安達　颯真

永井　涼太

  や ぎ　       あきほ

しらいし　     みのり

   にたはら　  ゆうき

かどわき　     はるき

 あだち　      そうま

 ながい　     りょうた

安達選手による決意表明 全員で記念撮影
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スポーツ大会・教室の開催

第10回山口県障害者交流風船バレー大会

　５月から９月までの間に予定していた大会・教室が次々と延

期になり、ようやく大会や教室を開催することができました。

10月16日（土）  山口県身体障害者福祉センター

山口県障害者水泳競技大会2021 10月24日（日）  宇部サンド温水プール（美祢市）

山口県サウンドテーブルテニス交流大会202111月14日（日）  山口県身体障害者福祉センター
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競技の部（アメリカン方式・３ゲーム）

　男子

　優　勝　　縄田　秀昭　　666点

　準優勝　　安井　輝良　　544点

　３　位　　佐藤　　晋　　538点

　女子

　優　勝　　小倉　順子　　482点

　準優勝　　岡田美知佳　　457点

　３　位　　田中　朱美　　394点

交流の部（ヨーロピアン方式・２ゲーム）

　優　勝　　林　　伸欣　　269点

　準優勝　　藤重　友江　　253点

　３　位　　西村　稔子　　242点

第７回山口県障害者ボウリングフェスティバル12月５日（日）  ボウリング王国スポルト小郡店

周南青年会議所主催イベント「インクルーシブ学校～みんなちがって、みんないい～」
11月22日　周南市立住吉中学校

　公益社団法人周南青年会議所様から依頼を受け、山口県ボッ

チャ協会、山口県車いすバスケットボール連盟にご協力いただ

き、一緒に障害者スポーツ体験会に参加しました。

　全生徒さんに「ボッチャ」と「車いすバスケットボール」の

２種目を体験してもらいました。はじめは遠慮がちでしたが時

間が経つにつれ笑顔が増え、笑い声が体育館に響きました。

　「障害のある人もない人も一緒に楽しめるスポーツなので機

会があればまたやってみたい」と感想をいただきました。

　東京パラリンピックを終え、例年にも増して県内の学校等、

たくさんの講演会や体験会

のご依頼をいただきました。

ご協力いただきました競技

団体の皆様、ありがとうご

ざいました。

　障害者スポーツの普及に

つながる活動をこれからも

継続していきます。

６
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　令和３年12月27日、東京パラリンピック女子車いすバス

ケットボールに出場した財満選手が表敬訪問されました。

　大学進学するまで山口県の車いすバスケットボールチー

ム「山口オーシャンズ」で活動されていた財満選手。当時

のチームメイトと思い出を振り返り、東京パラリンピック

で感じたこと、これからの目標など短い時間でしたがたく

さんのお話を聞かせていただきました。

　また、車いすバスケットボールをしている中学生も駆け

つけ、憧れの選手との対面に嬉しそうな笑顔を見せました。

こうした繋がりが次世代育成へ繋がればと願います。

　次のパリパラリンピックに向け更なるご活躍を期待して

います。頑張ってください‼

大谷　康矩

　　WPS公認　第37回日本パラ水泳選手権大会

　　100ｍ自由形第一位（肢体不自由  Ｓ６  １分36秒77）

　令和３年11月18日（木）、山口県庁において令和３年度メダ

ル栄光授与式が行われました。障害者スポーツの分野で大谷さ

んが表彰されました。

　おめでとうございます。

財満いずみ選手が表敬されました

令和３年度前期メダル栄光（体育賞）

今後の行事予定

（●）
（土・日）
（日）
（水）

27日
5・6日
13日
23日

2月
3月

事　　業　　名 開　催　場　所開催日
令和３年度知的障害者球技大会（サッカー）
初級障がい者スポーツ指導者養成講習会（後期）
令和３年度知的障害者球技大会（フットベースボール）
理事会(予定）

山口県セミナーパーク
山口県身体障害者福祉センター
維新公園ちょるる広場
山口県身体障害者福祉センター

山口市
山口市
山口市
山口市
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〈競技団体等一覧〉

選手募集やボランティアや指導者等協力してくれる人を待っています！！選手募集やボランティアや指導者等協力してくれる人を待っています！！選手募集やボランティアや指導者等協力してくれる人を待っています！！

競技名

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

陸　上

水　泳

水　泳

水　泳

水　泳

水　泳

水　泳

アーチェリー

卓　球

サウンドテーブルテニス

サウンドテーブルテニス

フライングディスク

ボウリング

車いすテニス

総　合

バスケットボール

車いすバスケットボール

車いすバスケットボール

車いすバスケットボール

ソフトボール

ソフトボール

ソフトボール

ソフトボール

ソフトボール・軟式野球

グランドソフトボール

グランドソフトボール

グランドソフトボール

バレーボール

バレーボール

バレーボール

バレーボール

サッカー

サッカー

ブラインドサッカー

フットベースボール

射　撃

スポーツレク

スポーツレク

スポーツレク

ボッチャ

主に卓球

卓球バレー

ふうせんバレー

車いすラグビー

代 表 者

小城　正明

冨川　文男

坪井　康郎

小城　正明

梅田　和平

佐藤　勝彦

岩脇　賢治

山野　　誠

岡　　生子

岡　　生子

白井　幸子

大下　　博

野稲　光美

安田　和正

宮本　　豊

今元　恵二

金子　篤史

原田　　一

松村　　久

小坂　祐三

藤田　英二

蔵重　雄一

藤田　英二

兼行　勝敏

渡邊　慶久

藤本　尚希

久保　敏之

小柳　郁夫

安田　和正

西村　和幸

河島　栄二

田中　俊巳

村田　喜生

手島由美子

中野　昌彦

本城　　彰

徳田　　誠

京井　和子

内山　之彦

田中　辰美

石川　信子

上田　正明

幸　　雅俊

徳原　啓次

衣川　信直

新谷　和彦

三枝　啓已

工棟　　徹

事務局

083(924)0499

0833(43)3064

083(920)3580

083(253)0266

083(928)0415

0838(25)5656

0836(84)5759

070-7568-7733

0838(25)5656

0837(22)1600

0820(23)2188

0834(21)8630

080-1920-2467

083(772)1236

083(268)1422

0827(63)1177

090-7375-8481

090-6830-0940

080-2908-5261

0835(22)6108

080-1906-1813

090-3176-0334

083(932)1572

090-4657-1556

083(258)4111

0836（43）1940

0820(52)2554

090-4657-1556

083(772)1236

090-5691-9885

0834(21)5994

0835(21)8532

090-7776-7229

090-8710-0155

083(973)0384

083(986)2054

083(986)2818

0835(38)4422

083(986)2054

090-4105-8802（田中）

083(902)2180

0837(32)1688

090-1181-6270

083(941)5656

0834(88)2676

0838(25)9617

083(986)2054

090-7371-7746

団体名

山口県障害者陸上競技連絡協議会

山口県車いす陸上競技連盟

ブラインドマラソン山口

ブルーランナーズ

ふしの学園陸上競技部

山口県障害者水泳競技連絡協議会

ＷＩＴＨ　山口　ＳＷＩＭ　ＴＥＡＭ

ハンディキャップスイミング

萩ラッコクラブ（萩スイミング）

萩ラッコクラブ（長門スイミング）

柳井スイミング　ハンディキャップ

山口県身体障害者アーチェリー協会

山口県障害者卓球協会（Ｙ・Ｓ・Ｔ）

山口県視覚障害者団体連合会

山口県サウンドテーブルテニス協会

山口県障害者フライングディスク協会

山口県障害者ボウリング協会

長州車輪隊

NPO法人スペシャルオリンピックス日本・山口

山口県ＦＩＤバスケットボール連盟

山口県車いすバスケットボール連盟

ＷＩＮＧ周南

山口スカイクラブ

山口県障害者ソフトボール協会　

安岡苑（知的）

ソフトボールクラブぷりずむ

城南学園

西京スターズ

山口県グランドソフトボール連合会

宇部シティスワンズ

徳山ＴＭクラブ

デフ・きらら（聴覚男子）

下関ブルータイフーン（知的男子）

きららＳoｌｅｉｌ<ソレイユ>（知的女子）

山口県精神障害者バレーボール連盟

山口県知的障害者サッカー連盟

山口県ろうあ連盟サッカー部

ゲートウエイやまぐち

山口県知的障害者フットベースボール連盟

山口県障害者射撃協会

ヤングパワーズ

長門スポーツ愛好会フラワー

グラスルーツいわくに

山口県ボッチャ協会

スポーツクラブ　キャプテン

山口県卓球バレー協会

山口県ふうせんバレーボール連盟

山口ウィルチェアラグビークラブ

事務局住所

山口市中央5丁目１６－４－２０１　梅田方

下松市生野屋西２丁目６－３０　網本方

山口市黒川８７３－８

下関市稗田南町９－３５

山口市宮野上３３４２　ふしの学園内

萩市山田東沖田４２８６番地　太陽フィットネスクラブ萩　担当：岡

山陽小野田市高千帆１丁目２１－１０　山縣方

光市室積市延３－１１

萩市山田東沖田４２８６番地　太陽フィットネスクラブ萩　担当：平井

長門市東深川１３９４　太陽フィットネスクラブ長門　担当：平井

柳井市余田平田　柳井スイミング

周南市櫛ヶ浜２５５－１　山本方

山口市三和町３－１２　Ｂ３０１

下関市豊浦町川棚６１８０－１７

下関市彦島江の浦町３－１５－３－４０２

岩国市由宇町９８４　若葉園内　担当：川本

宇部市大字沖宇部２０３－２　安井方

山口市小郡下郷８９６－９

下関市長府港町８－３９ライフネット内　担当：斉藤

防府市大字浜方２０５－３　県立防府総合支援学校内　担当：大野

山陽小野田市須恵３－５－６－１０４　山本方

周南市大神１－５－３

山口市黒川２８０６－３

山口市中央３－２－１６　小柳方

下関市安岡畑代１４５－５　安岡苑

宇部市大字東須恵３２０－１　ケアハウスあおば苑

田布施町川西１１４４　城南学園

山口市中央３－２－１６

下関市豊浦町川棚６１８０－１７

宇部市東岐波区殿多口田１０６７－１３

周南市戎町３－４

防府市千日２－１２－３５　赤井方　　　　　　　　　　　連絡先はFAX

下関市豊浦町大字川棚１５９１－１6　津田野方

美祢市秋芳町別府３４２４　秋山方

山口市小郡若草町３－４　小郡まきはら病院内　担当：倉元

山口市宮野上７８３　るりがくえんきらら夢ＫＯＢＯ内　担当：藤村

山口市鋳銭司字南原２３６４　山口県聴覚情報センター内

防府市栄町１－５－１　防府市市民活動支援センター内ゲートウェイやまぐち

山口市鋳銭司１０８１２－１　るりがくえん内

山口市仁保下郷８３３－６　福本方

山口市下小鯖２１７３－２　NPO法人ラブ・コミュニティーライフ　担当：長谷

長門市油谷久富１００４５　障害者支援施設あけぼの園内

岩国市麻里布町６丁目１０－３２

山口市駅通り１丁目３－１０　アスライフ内　担当：藤田

周南市須々万本郷６５３－３　キャプテン館内

萩市大字江向４－１　つばき園内　担当：本清

山口市鋳銭司１０８１２番地１　るりがくえん内　担当：杉

防府市鋳物師町１１－２７
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