
HP：　愛媛県障害者スポーツ協会

■開催日　平成２５年５月２６日（日）　

陸上競技・アーチェリー
フライングディスク・一般卓球
サウンドテーブルテニス

　平成29年に本県で開催される第17回全国障害者スポーツ大会を契機として、障害
者スポーツを通じた「障害者の自立と社会参加の促進」を図るという共通認識のも
と、身体、知的、精神の障害者団体の皆さんに加え、競技団体の皆さん、教育・行
政の関係機関の皆さんなど、これまでの枠組みにとらわれない多くの方々にお集ま
りいただき、「愛媛県障害者スポーツ協会」が平成25年4月12日に設立されました。
　当面は、「第17回全国障害者スポーツ大会」の成功に向け、県民の皆さんと一丸
となって取り組み、誰もが愛顔（えがお）でつながる愛媛らしい大会づくりに力を
尽くしたいと考えております。障害者にとってスポーツの持つ役割は、残存機能の
回復や健康の保持増進のみならず、文化や芸術と同じように、社会参加の一助とし
て大変重要であることは言うまでもありません。障害者スポーツ協会は今後、障害者が地域や社会
の中にあって、それぞれのライフステージや体力、目的に応じてスポーツを楽しめる場や機会を充
実させ、元気に人生を送ることができるよう、障害者スポーツの振興を通じて、愛媛県内に住んで
いる障害者の心身の健康増進と社会参加の促進を図るため、趣旨に賛同する関係者が集まり、障害
者スポーツの振興に関する諸事業を行うことにより、障害者の福祉の向上に寄与するという目的を
達成するために、「地域スポーツの振興」、「選手及び指導者の育成」並びに「スポーツ情報の提
供・発信」等の活動を中心に積極的に事業を展開していく所存です。
　その「スポーツ情報の提供・発信」の１つとして、現在、障害者スポーツ協会のホームページを
立ち上げ、情報の提供・発信に努めておりますが、今回「障害者スポーツ協会だより」を発行する
ことといたしました。今後、皆様の御意見等を参考に定期的に発行し、内容を更に充実させていき
たいと考えておりますので、御支援、御協力をお願いします。

　①第８回愛媛県障害者スポーツ大会の開催

競　技　名 会　場　名
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愛媛県障害者スポーツ協会事務局
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　陸上競技、アーチェリー、フライングディスク、一般卓球、サウンドテーブルテニスの競技が行われ、当日
は、選手1820名、役員・ボランティア、介助者・引率者及び家族の方が約2400名の約4200名の参加者となり
ました。

　　　　　　〃
えひめ青少年ふれあいセンター

会長 藤岡 澄



■開催日　平成２５年７月６日（土）　

■日程及び内容
月　日

開講式・オリエンテーション
全国障害者スポーツ大会の概要（１ｈ）
身体障害の理解とスポーツ（２ｈ）
安全管理(１ｈ)
障害者スポーツの意義と理念(２ｈ)
ボランティア論(２ｈ)

障害者福祉施策と障害者スポーツ（２ｈ）
障害者との交流（２ｈ）
知的・精神障害の理解とスポーツ（３ｈ）
障害者に応じたスポーツの工夫・実施(２ｈ)
閉講式・レポート提出

　②平成２５年度初級障害者スポーツ指導員養成講習会
　障害者の適性に応じた運動競技種目及び身体運動の実施方法ならびにリハビリテーションとの関連性等
について研修を行い、障害者スポーツの指導に習熟した指導者の育成を図ることにより、障害者スポーツ
の振興に寄与することを目的とし開催しました。今年度受講した15名が新たに障害者スポーツ指導員として
誕生しました。当講習会は来年度も行う予定です。詳細が決定次第ホームページ等にて連絡いたします。
多くの参加者をお待ちしております。

講　　習　　科　　目　

９月２８日
(土)

（財）日本障害者スポーツ協会公認障害者スポーツ指導者制度（１ｈ）

９月２９日
(日)

　今年度初めて水泳大会を実施しました。当日は、選手103名、役員・ボランティア約80名、介助者・引率者
等が約100名の約280名の参加者となりました。

競　技　名 会　場　名
水泳 アクアパレットまつやま



優勝 スマイリーときめき　（東予）
準優勝 オレンジスターズ　（南予）
第３位 CoCoRo　（中予）
第４位 ステップ☆（スター）　（中予）
第５位 あやや～　（南予）
第６位 やまじ風　（東予）

H２５年１１月６日（水） 宇和島市総合体育館（南予予選）

H２５年１２月３日（火） 愛媛県身体障害者福祉センター（県大会）

■大会結果
　（県大会）

　③全国障害者スポーツ大会団体競技予選会開催事業
　東予地区予選3チーム、中予地区予選7チーム、南予地区予選5チームで各地区予選を行い、各地区の上
位2チームの6チームが県大会に出場しました。今後は、えひめ大会に向けて選抜チームを結成するととも
に、選手を支える体制も強化し、全体のレベルアップを目指していきます。

競　技　名 開　催　日 会　場　名

バレーボール（精神障害）

H２５年９月１２日（木） サン・アビリティーズ今治（東予予選）

H２５年１０月２９日（火）　愛媛県身体障害者福祉センター（中予予選）

　④愛媛県障害者スポーツ講習
　障害者がスポーツを通じて健康の増進を図るとともに、明るい社会生活が送れるようにすること、また、障
害者スポーツの裾野の拡大を目的として開催しています。来年度も開催予定です。詳細が決定次第ホーム
ページ等にて連絡いたします。多くの参加者をお待ちしております。

　今年度の講習は、下記の日程表のとおり実施しました。

① サッカー
平成25年 7月14日（日） 13:00～16:00
平成25年11月17日（日） 13:00～16:00
平成25年12月15日（日）

③ バレーボール
平成25年 6月23日（日） 13:00～16:00
平成25年11月24日（日） 13:00～16:00
平成26年 1月26日（日） 13:00～16:00

13:00～16:00

② 卓球
平成25年 7月28日（日） 13:00～16:00
平成25年 9月 1日（日） 13:00～16:00
平成25年11月10日（日） 13:00～16:00

⑤ バスケットボール
平成25年 6月30日（日） 13:00～16:00
平成25年12月 1日（日） 13:00～16:00
平成26年 2月16日（日） 13:00～16:00

④ フライングディスク
平成25年11月 3日（日） 13:00～16:00
平成25年12月 8日（日） 13:00～16:00
平成26年 2月23日（日） 13:00～16:00



　大会期日：平成25年10月12日（土）～14日（月・祝）
　開催地：東京都内
　愛媛県選手団：個人競技６競技

記録 備 考

岩城　一弘 立幅跳 1 2ｍ43ｃｍ 1 70ｍ85ｃｍ 両種目　新記録

登口　大貴 ソフトボール投 2 32ｍ96ｃｍ 3 5ｍ72ｃｍ
福島　旭 ソフトボール投 1 75ｍ63ｃｍ 4 5ｍ29ｃｍ
池内　剛 砲丸投 1 13ｍ19ｃｍ 2 34ｍ21ｃｍ 砲丸投　新記録

冨永　広幸 砲丸投 1 11ｍ35ｃｍ 1 30ｍ32ｃｍ

池田　斉 ジャベリックスロー 2 15m78ｃｍ 1 7ｍ27ｃｍ 両種目　新記録

安藤　秀隆 50ｍ 5 7秒28 8 30秒07
井川　アツ子 50ｍ 1 7秒84 3 31秒39
松田　優義 100ｍ 1 12秒18 3 25秒55
高月　三樹央 400ｍ 3 57秒65 5 26秒45
大石　涼 立幅跳 1 2ｍ37ｃｍ 3 8秒00
川田　春男 ソフトボール投 1 56ｍ79ｃｍ 1 33ｍ63ｃｍ

白木　直也 ソフトボール投 1 70ｍ33ｃｍ 8 7秒85
上島　淳 ジャベリックスロー 2 41ｍ05ｃｍ 6 50ｍ25ｃｍ

森本　大樹 50ｍ平泳ぎ 2 1分12秒14 4 1分03秒96

塩出　秀男 25ｍバタフライ 3 27秒68 2 29秒34
田坂　秀輝 25ｍ自由形 3 13秒44 3 29秒79
井上　エリナ 25ｍ平泳ぎ 1 22秒40 1 52秒50
氣田　啓二 アーチェリー リカーブ30ｍ ダブルラウンド 2 526点
平子　浩 ＳＴＴ 1 2勝0敗
浅井　翔一 一般卓球 2 0勝2敗
篠永　純 一般卓球 2 1勝1敗
高橋　和也 一般卓球 2 1勝1敗
上田　芳文 アキュラシー５ 7 6投 5 19ｍ50ｃｍ

加地　巧 アキュラシー５ 2 8投 7 24ｍ48ｃｍ

栁瀬　かをり アキュラシー５ 7 3投 2 23ｍ19ｃｍ

石岡　麻理 アキュラシー５ 4 6投 7 20ｍ60ｃｍ

河野　和博 アキュラシー５ 1 10投 7 19ｍ71ｃｍ

瀧本　真壮 アキュラシー５ 3 7投 5 33ｍ39ｃｍ

手嶋　康貴 アキュラシー５ 5 5投 7 20ｍ88ｃｍ

山下　貴弘 ボウリング ボウリング 6 555点
陸上 400mリレー 5 52秒12 -

計
金 17
銀 12
銅 9
計 38

　⑥第１３回全国障害者スポーツ大会選手派遣事業
　今年度、県大会等において優秀な成績を収め、選考によって選ばれた選手が下記の日程で第13回全国
障害者スポーツ大会「スポーツ祭東京2013」に出場しました。

第１3回全国障害者スポーツ大会「スポーツ祭東京2013」　愛媛県選手団　成績一覧

氏 名 競 技 第１種目 順位 記録 第２種目 順位

200ｍ
50ｍ

ジャベリックスロー
50ｍ

ソフトボール投

水泳

50ｍ自由形
25ｍ背泳ぎ
50ｍ自由形
50ｍ平泳ぎ

陸上

ソフトボール投
砲丸投げ
走幅跳

ジャベリックスロー
ジャベリックスロー

砲丸投げ
200ｍ
200ｍ
200ｍ

ＦＤ

ディスタンス・メンズ・シティング

ディスタンス・メンズ・スタンディング

ディスタンス・レディース・シディング

ディスタンス・レディース・スタンディング

ディスタンス・メンズ・スタンディング

ディスタンス・メンズ・スタンディング

ディスタンス・メンズ・スタンディング

-

卓球

-
-
-
-

9 3
4 5
25 13

-

第１種目 第２種目
12 5



　■ホームページの充実
　・障害者スポーツ協会主催事業の掲載
　・各種大会状況
　・各障害者スポーツ団体紹介
　・指導者養成等の情報発信
　・研修会、講習会等の案内
　また、今後につきましても障害者スポーツの更なる普及及び充実に努めます。

　■愛媛県社会福祉事業団イベント「ほほえみフェスタ」における協会のブース設置

　⑦障害者スポーツの普及及び啓発に関すること

　⑧その他

　ほほえみフェスタにおいて、本協会のブースを設け、2017年に本県で開催される全国障害者スポーツ大会
についての周知活動を行うとともに、今年度の大会の様子や結果を掲示しました。また、大会マスコットのみ
きゃんのぬりえコーナーをつくり、たくさんのメッセージをいただきました。当日は、みきゃんにもイベントに参
加していただき、多くの来場者の方がみきゃんを取り囲み笑顔ではしゃいでいたのが印象的でした。本イベ
ントは来年度も開催されますので、多くの来場者をお待ちしております。



　平成26年2月5日(水）に、国際ホテル松山にて公益財団法人愛媛県体育協会主催の平成25年度(公財)愛
媛県体育協会表彰式が開催されました。この表彰は、スポーツの振興に貢献した個人及び団体を顕彰する
とともに、本県スポーツの発展に資することを目的として表彰するものです。長年にわたり、体育・スポーツ
の振興や組織の運営に貢献している体育功労者の方をはじめ、優秀指導者や各種大会で素晴らしい成績
を挙げられた選手・団体の皆さんが各賞を受賞されました。福祉部門においては、17名の選手が表彰され
ました。

競　　技 種　　別 記　　録 氏　　名 大　会　名 所　　属

陸上競技 男子やり投 ７　位 佐藤　將光 第22回夏季デフリンピック競技大会 松山聾学校

男子800ｍ　T51 優　勝

アーチェリー コンパウンド女子団体戦 ３　位 永野　美穂 2013パラアーチェリー世界選手権大会 今　治　市

陸上競技

男子100ｍ　T51 優　勝

井上　聡 2013ジャパンパラ陸上競技大会 愛媛ランナーズ
男子200ｍ　T51 優　勝

男子400ｍ　T51 優　勝

松山盲学校
立　幅　跳 優　勝

陸上競技 ソフトボール投 優　勝 福島　旭 第13回全国障害者スポーツ大会 松山聾学校

陸上競技
ソフトボール投 優　勝

岩城　一弘 第13回全国障害者スポーツ大会

陸上競技
ジャベリックスロー 優　勝

冨永　広幸 第13回全国障害者スポーツ大会 松山盲学校
砲　丸　投 優　勝

陸上競技 砲　丸　投 優　勝 池内　剛 第13回全国障害者スポーツ大会 西　条　市

陸上競技 50ｍ走 優　勝 井川　アツ子 第13回全国障害者スポーツ大会 みなら特別支援学校

陸上競技 砲　丸　投 優　勝 池田　斉 第13回全国障害者スポーツ大会 今　治　市

陸上競技 立　幅　跳 優　勝 大石　涼 第13回全国障害者スポーツ大会 多機能型事業所　ひかり

陸上競技 100ｍ走 優　勝 松田　優義 第13回全国障害者スポーツ大会 みなら特別支援学校

陸上競技 ソフトボール投 優　勝 白木　直也 第13回全国障害者スポーツ大会 みなら特別支援学校

陸上競技
ソフトボール投 優　勝

川田　春男 第13回全国障害者スポーツ大会 はばたき園
ジャベリックスロー 優　勝

水　　泳
25ｍ平泳ぎ 優　勝

井上　エリナ 第13回全国障害者スポーツ大会 みなら特別支援学校
50ｍ平泳ぎ 優　勝

水　　泳 女子50ｍバタフライ 優　勝 稲田　智恵 2013ジャパンパラ水泳競技大会 伊予かんえい会

フライングディスク アキュラシー・ディスリート5 優　勝 河野　和博 第13回全国障害者スポーツ大会 野菜工房ていずい

卓　　球 サウンドテーブルテニス 優　勝 平子　浩 第13回全国障害者スポーツ大会 松山盲学校



（松山市）愛媛県身体障害者福祉センター体育館
（今治市）サン・アビリティーズ今治
（新居浜市）新居浜市総合福祉センター
（四国中央市）川之江体育館

（松山市）毎週火曜日 午後6時30分～午後9時

（今治市）毎週木曜日 午後5時30分～午後7時30分

（新居浜市）毎週火・木曜日 午後6時30分～午後9時

（四国中央市）毎週土曜日 午後6時30分～午後9時30分

代表者：石村 健
〒799-1111 四国中央市金生町下分1062
愛媛県身体障害者アーチェリークラブ 会長
TEL：0896-56-3966
メールアドレス：txpfx379kentokei@yahoo.co.jp
担当者：平塚 雄二
〒791-0523 西条市丹原町北田野134-2
愛媛県身体障害者アーチェリークラブ 事務局
TEL：090-7148-4102
メールアドレス：hiratska@sweet.ocn.ne.jp 

（松山市）愛媛県身体障害者福祉センター体育館
（新居浜市）新居浜市総合福祉センター
（今治市）サン・アビリティーズ今治
毎週土曜日
（松山・今治）13:00～17:00
（新居浜） 15:00～21:00
代表者：和泉 幸治
〒792-0813 新居浜市下泉町1－4－47
TEL：090-9778-5765
メールアドレス：ultrauman@yahoo.co.jp 

代表者及
び連絡先

　今後も随時、スポーツ団体の紹介をしていきます。
　また、スポーツ団体紹介につきましては当協会のホームページにおいても掲載しておりますので、ぜひご
覧ください。
　紹介してほしい団体等がございましたら、本協会事務局まで連絡ください。お待ちしております。

連絡先

　○愛媛エンジェルス

活動内容
　私たち愛媛エンジェルスは、毎年6月に開催される全国大会（厚生労働大臣杯争奪選手権大
会）に出場し、優勝を目指してがんばっています。また、地域の学校への訪問活動を行うなど、車
椅子ツインバスケットボールの普及ならびに障害者スポーツへの理解促進に努めています。

活動場所

活動日時

　愛媛県で活動している障害者スポーツ団体を紹介していきます。今回は、「愛媛県身体障害者アーチェ
リークラブ」と「愛媛エンジェルス」の２団体を紹介します。

　○愛媛県身体障害者アーチェリークラブ

活動内容

　アーチェリー競技は障害者でも健常者とハンディキャップ無しで一緒に競技できる数少ないス
ポーツです。当クラブのトップ選手はロンドンパラリンピックにも出場しましたし、２０１２年岐阜清
流国体において愛媛県選手団の一人は当クラブの車椅子選手でした。健常者の試合にも出場で
きるので、県内外、年間２０試合以上に出場できます。あなたの参加をメンバー一同、心からお待
ちしています。

活動場所

活動日時



印刷： 社会福祉法人　愛媛県社会福祉事業団
福祉工房　いだい清風園
〒７９１－０１１２
松山市下伊台町１０４８－２
TEL：０８９－９７７－００８０
FAX：０８９－９７７－５５９８

障害者スポーツの祭典

第17回全国障害者スポーツ大会

“愛顔つなぐえひめ大会”が

平成29年（2017年）、えひめ国体の後に開催されます！

えひめ国体が閉会した後、１週間から１０日後に『３日間』開催する

よ！ （先催県では、だいたい１０月頃に開催しているよ！）

Ｑ：愛顔つなぐえひめ大会は、いつ開催されるの？
え がお

Ｑ：愛顔つなぐえひめ大会では、どんな競技を実施するの？

個人競技は６競技！

陸上（身・知）、水泳（身・知）、アーチェリー（身）、

卓球（身・知）※サウンドテーブルテニスを含みます。

フライングディスク（身・知）、ボウリング（知）

団体競技は７競技！

バスケットボール（知）、車椅子バスケットボール（身）、

ソフトボール（知）、グランドソフトボール（身）、

フットベースボール（知）、バレーボール（身・知・精）、サッカー（知）

このほかにも、オープン競技（例年２～４競技くらい）があるんだよ！

え がお

みんなは

『全国障害者スポーツ大会』のこと、

どのくらい知っているかな？

個人競技・団体競技とも１５０人くらいずつ出場できるので、合計３

００人くらい出場できるよ！特に、団体競技は開催県枠があるから、

中・四国ブロックの予選が免除されるんだよ！

Ｑ：愛顔つなぐえひめ大会には、全国からどのくらいの人が参加するの？
え がお

選手が約３,５００人、監督や介護者などの役員が約２,０００人、合計

約５,５００人の仲間が愛媛に集まってくるよ！

Ｑ：愛媛県の選手は、何人くらい出られるの？

え がお


