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令和３年度　山口県知的・精神障害者球技大会

バスケットボール

ソフトボール 11月28日（日）維新百年記念公園　ちょるる広場

11月21日（日）ソルトアリーナ防府

１部グループ（４チーム）

  優　勝　TAC田布施アスレチッククラブA

  準優勝　下関ブルーハリケーン

２部グループ（４チーム）

  優　勝　山口県立宇部総合支援学校

  準優勝　TAC田布施アスレチッククラブB

知的障害者の部

 優　勝　宇部総合支援学校

精神障害者の部

 優　勝　はらまきJapan

 準優勝　ハイツふなき

　　　  （オールドブラックス）
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サッカー

フットベースボール ３月13日（日）維新百年記念公園　ちょるる広場

２月27日（日）山口県セミナーパーク

優　勝　　宇部総サッカー部

準優勝　　YIFA

優　勝　山口南総合支援学校

準優勝　るりがくえん
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令和３年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

初 級

   前 期

　障害者のスポーツ・レクリエーションを促進する指導技術を身につけた「初級障がい者スポーツ指

導員」の養成を目的とした講習会を開催しました。

　県内各地から11名の受講者が参加し、「初級障がい者スポーツ指導員」に求められる知識・技術に関

わる講習を４日間（前期２日、後期２日）にわたり、講義では、「障害者スポーツの意義と理念」や「コ

ミュニケーションスキルの基礎」などについて熱心に受講するとともに、実技では、「車いすバスケ

ットボール」や「ボッチャ」などを楽しみました。

　本年度も昨年度と同様、新型コロナウイルス感染症の影響により、日程変更（延期）があり、講師

や受講者の方に大変ご迷惑をおかけしましたが、無事に終了することができました。

　「初級障がい者スポーツ指導員」の資格を取得された皆様が、職場や地域のスポーツ大会・教室等で

活躍されることを期待しています。

　また、来年度も開催する予定ですので、多くの方の参加をお待ちしております。
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初
級

　 

後
期

　県内の障害者スポーツ競技団体の活動を広く発信するため、本年２月に「山口

県障害者スポーツクラブチーム紹介」リーフレットを発行いたしました。

　作成にあたって、多くの方にご協力をいただき、感謝を申し上げます。

　リーフレットでは、陸上、水泳、アーチェリーなど21競技の34クラブチームに

ついて、メンバーなどの写真とともに、活動状況、練習日時、場所、連絡先等を

掲載しています。

　多くの方に県内競技団体の活動を知っていただくとともに、興味のある方の参

加を期待しています。リーフレットをご希望の方は、当協会あてご連絡ください。

　なお、ホームページにも掲載しています。

□どの講義もわかりやすく、先生の実践向けのお話はまた聞きたくなる楽しいお話でした。

□車いすバスケットボールなど、実技体験ができてよかった。資料やコロナ対策など環境も整っていてあり

　がたかった。

□いろいろな方と交流でき、普段では体験できないことがたくさん体験できました。

□自分たちが主体となって考えたり、体験したりする時間が多く、とても楽しく障がい者スポーツについて

　学ぶことができました。

□ボッチャや車いすバスケットボールなど初めて体験して、難しさがわかりました。いろいろな形で障がい

　者スポーツと関われることがわかったので、これから積極的にボランティアに参加したいと思います。

「クラブチーム紹介」リーフレットを発行

受講者の感想
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派遣選手選考会を開催します

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

【中国・四国ブロック予選会開催予定】

５月８日（日）

５月１５日（日）

５月２２日（日）

５月２９日（日）

アーチェリー

ボッチャ

陸上競技

フライングディスク

サウンドテーブルテニス

水泳

一般卓球

ボウリング

開催日

バスケットボール

ソフトボール

サッカー

フットベースボール

バレーボール（男子）

バレーボール（女子）

バレーボール

車いすバスケットボール

グランドソフトボール

４月23日(土)、24日(日)

６月11日(土)、12日(日)

５月３日(火)、４日(水)

５月28日(土)、29日(日)

５月21日(土)、22日(日)

６月４日(土)、５日(日)

５月15日(日)

島根県

鳥取県

高知県

愛媛県

岡山県

鳥取県

広島県

松江市北公園運動施設　松江市総合体育館

鳥取市千代川倉田スポーツ広場 ソフトボール場

日高村総合運動公園　多目的グラウンド

東温市総合公園

岡山市総合文化体育館

鳥取県民体育館

広島県立広島中央特別支援学校

競技名 開催日 開催場所開催県

知的

知的

知的

知的

知的

知的

精神

身体

身体

区分

競技名

維新百年記念公園　弓道場

山口県身体障害者福祉センター

維新みらいふスタジアム

山口きらら博記念公園やまぐち富士商ドーム

山口県身体障害者福祉センター

宇部サンド温水プール

維新大晃アリーナレクチャールーム

ボウリング王国スポルト小郡店

開催場所

団体競技は、中国・四国ブロック予選会の優勝チームがとちぎ大会への出場権を得ます

選手のみなさん、とちぎ大会を目指してがんばってください！！
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表 彰

令和３年度後期メダル栄光【体育賞】
　当協会から推薦した３名が受賞されました。
　授与式は新型コロナウイルスの感染が拡大していることを考慮し中止となりましたので、選手には
記念のメダルが送付されました。
　功績は下記のとおりです。おめでとうございました。

公益財団法人日本パラスポーツ協会会長表彰　功労賞受賞！！

　山口県障害者卓球協会が功労賞を受賞されました。

　平成２年の設立以来、31年の永きにわたり、本県の障害者卓球の普

及発展に多大なる貢献を続けており、特に選手の発掘・育成に向けては、

指導者の充実を図りながら、障害のある人が気軽に参加できる練習環

境の整備に努め、国際大会においても顕著な成績を残されています。

所　属
 KSG柳井スイミングサークル

成　績
 2021ジャパンパラ水泳競技大会
 女子50ｍ自由形　第１位

所　属
 山口県ボッチャ協会

成　績
 第23回日本ボッチャ選手権大会
 個人戦BC1クラス　第１位

所　属
 大阪体育大学

成　績
 第23回日本ボッチャ選手権大会
 個人戦BC４クラス　第１位

仁田原　裕貴内田　峻介白石　美祈
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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(927)3838

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　担当：内山

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

山口市下小鯖１３５９番地３　鳴滝園内　担当：三輪

防府市鋳物師町１１－２７
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