
〒790-0843　愛媛県松山市道後町２丁目１２－１１

HP：　愛媛県障害者スポーツ協会

　　平成２９年１０月２８日（土）～３０日（月）の間に県内９市町で開催されます。

（愛媛県身体障害者福祉センター内）
TEL： （089）924-2101　　FAX： （089）923-3717
e-mail： syo-supo@ehime-swc.or.jp

　第17回全国障害者スポーツ大会の本県開催及び会期の決定！
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の会期が決定しました。

愛媛県障害者スポーツ協会事務局

障スポ

みきゃん

障スポ

みきゃん

○競技会場マップ



■開催日　平成２６年５月２５日（日）　

陸上競技・アーチェリー
フライングディスク・卓球
サウンドテーブルテニス

■開催日　平成２６年６月８日（日）　

ボウリング 松山中央ボウル

愛媛県総合運動公園

　平成26年度　愛媛県障害者スポーツ協会　事業概要

　今年度初めてボウリング大会を実施しました。当日は、選手92名、役員・ボランティア約50名、介助者・引率者等が約
100名の約250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

　①第９回愛媛県障害者スポーツ大会

　陸上競技、アーチェリー、フライングディスク、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。

競　技　名 会　場　名

競　技　名 会　場　名



■開催日　平成２６年７月５日（土）　

水泳

■開催日　平成２６年５月１０日（土）～１１日（日）　

車椅子バスケットボール

優勝 高知県（第14回全国障害者スポーツ大会へ出場）
準優勝 岡山県
第３位

■開催日　平成２６年５月１７日（土）～１８日（日）　

バスケットボール（知的障害者）

優勝 高知県（第14回全国障害者スポーツ大会へ出場）
準優勝 岡山県
第３位 広島市

優勝 岡山県（第14回全国障害者スポーツ大会へ出場）
準優勝 山口県
第３位

　②第１４回全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会

　中国・四国地区より男子が９チーム、女子が５チーム参加し、トーナメント戦にて第14回全国障害者スポーツ大会への出
場をかけて熱戦が繰り広げられました。本県は、男女ともに大会初出場で、初勝利はなりませんでしたが、えひめ大会に
向けてさらなるレベルアップが期待できます。

競　技　名 会　場　名

アリーナ土居
競　技　名 会　場　名

■大会結果

　中国・四国地区より６チームが参加し、トーナメント戦にて第14回全国障害者スポーツ大会への出場をかけて熱戦が繰
り広げられました。本県は初戦で優勝した高知県に１ゴール差で惜敗しましたが、今後につながる好ゲームでした。

島根県

山口県

伊予三島運動公園体育館

■大会結果　（男子）

　　　　　　　 　（女子）

競　技　名 会　場　名
アクアパレットまつやま

　昨年度から始まった水泳大会を実施しました。当日は、選手137名、役員・ボランティア約80名、介助者・引率者等が約
130名の約350名の参加者となりました。



◎その他の競技結果

■日程及び内容
月　日

開講式・オリエンテーション
発育・発達（３ｈ）
補装具の理解（２ｈ）
全国障害者スポーツ大会の歴史と目的と意義（２ｈ）

スポーツと栄養（２ｈ）
身体の仕組み（２ｈ）
障害各論（視覚障害）（１.５ｈ）
障害各論（聴覚障害）（１.５ｈ）
障害各論（肢体不自由）（２.５ｈ）

トレーニング論（３ｈ）

講　　習　　科　　目　

７月１７日
(木)

　③中級障がい者スポーツ指導員養成講習会（１）【愛媛・前期】
　障害者スポーツの振興を図り、その健康の維持増進に寄与するために、障害者のスポーツ指導について専門的な知識
と技能を身につけた指導者の養成を図ることを目的として、日本障がい者スポーツ協会の主催のもと、今年度は本県を開
催地として下記のとおり、前期日程が行われました。県内だけでなく、全国各地より１９名の受講者が交流を深めながら真
剣に講義に取り組んでいました。また、来年１月に後期日程が開催されることとなっています。

７月１８日
(金)

全国障害者スポーツ大会競技の指導法と競技規則（実技・水泳）（３ｈ）
全国障害者スポーツ大会の選手団の構成とコーチの役割（２ｈ）

７月１９日
(土)

７月２０日
(日)

全国障害者スポーツ大会の実施競技（２ｈ）
全国障害者スポーツ大会の障害区分（２ｈ）

７月２１日
(月)

全国障害者スポーツ大会競技の指導法と競技規則（実技・陸上競技）（３ｈ）

優勝 準優勝 第３位

ソフトボール 岡山県 高知県 山口県

フットベースボール 山口県 岡山県
高知県
鳥取県

香川県 愛媛県 徳島県

広島県 香川県

（男子）鳥取県 山口県 岡山県

（女子）広島市 徳島県 岡山県

（男子）山口県 島根県 高知県

（女子）高知県 山口県 愛媛県

サッカー 島根県 岡山県
広島市
山口県

種　　目 開　催　日
結果

平成２６年５月１０日（土）～１１日（日）

会　　場

（代表決定戦）
広島県立広島中央特別支援学校

（四国）高松市東部運動公園

山口きらら博記念公園

島根県立石見海浜公園平成２６年５月１０日（土）～１１日（日）

グランドソフトボール 平成２６年５月１７日（土）～１８日（日）

精神障害者バレーボール 平成２６年６月７日（土）～８日（日） 春野総合運動公園体育館

聴覚障害者バレーボール 平成２６年５月１７日（土）～１８日（日） 高知県立県民体育館

知的障害者バレーボール 平成２６年６月７日（土）～８日（日）

（男子）春野総合運動公園体育館

（女子）高知県立障害者スポーツセンター

愛媛県 高知県山口県

平成２６年６月１４日（土）～１５日（日） 東広島運動公園（アクアパーク）



■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）
ボランティア論(２ｈ)
安全管理(１ｈ)
障害者スポーツの意義と理念(２ｈ)
障害者に応じたスポーツの工夫・実施(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）
身体障害の理解とスポーツ（２ｈ）
閉講式・レポート提出

　⑤愛媛県障害者スポーツ講習

■日程は下記のとおりです。　（ は、講習終了分です。）

　④平成２６年度初級障害者スポーツ指導員養成講習会

講　　習　　科　　目　

　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。今年度は２８名が新たに障害者スポーツ指導員として登録されました。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。

９月２０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２１日
(日)

　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。今年度中の講習会はまだ残っておりますので、多くの参加者をお待ちしてお
ります。

⑤ サッカー

平成26年 9月 6日（土） 13:00～16:00

平成26年10月 4日（土） 13:00～16:00

平成26年12月 6日（土） 13:00～16:00

④ バレーボール

平成26年 6月15日（日） 13:00～16:00

平成26年11月30日（日） 9:00～12:00

平成27年 1月18日（日） 13:00～16:00

③ バスケットボール

平成26年 6月29日（日） 13:00～16:00

平成26年11月30日（日） 13:00～16:00

平成27年 2月 1日（日） 13:00～16:00

9:00～12:00

② 卓球

平成26年 6月22日（日） 13:00～16:00

平成26年 8月24日（日） 13:00～16:00

平成26年11月23日（日） 13:00～16:00

 種　　　　目 日　 　   程 時　 　　間

① フライングディスク

平成26年10月18日（土） 9:00～12:00

平成26年11月15日（土） 9:00～12:00

平成26年12月20日（土）



　愛媛県障害者サイクリング大会の開催
■開催日　平成２６年９月２７日（土）　

　⑥平成２６年度　地域における障害者スポーツの振興事業

　瀬戸内しまなみ海道、世界初３連吊り橋の来島海峡大橋を爽快にサイクリングすることで健康増進と交流を深め、障害
者スポーツの振興を図ることを目的として開催しました。当日は、天候にも恵まれ、ご協力いただきましたスタッフの皆様
のおかげで参加した２５名全員が最後まで笑顔で走り切ることができました。また、タンデム自転車のおかげで、日頃なか
なかできないサイクリングを体験でき、参加者の皆さんも大満足の様子でした。



　大会期日：平成26年11月1日（土）～3日（月・祝）
　開催地：長崎県内
　愛媛県選手団：個人競技６競技、団体競技１競技

　⑦第１４回全国障害者スポーツ大会選手派遣事業
　今年度、県大会や中・四国ブロック予選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14回全国障害者スポーツ大会『長崎がんばらんば大会」に出場します。

村上　かおり

清家　和彦

出淵　新一

渡邉　まり

宮内　昌吾

田中　良昌

松浦　諒

井上　明子

佐伯　香織

宇高　佳澄

竹本　圭佑

渡邉　武

片岡　幸一

髙橋　萌

岡田　愛

山中　明美

曽根　克博

宮崎　信博

浅野　里佳

深川　知則

山中　敏正 アーチェリー

森川　雄介

中村　安希

松浦　充

土居　千紘

越智　義則

髙橋　征三

米田　清作

阿部　泰治

三好　則文

藤野　由香

久保　道雅 ボウリング

益田　孝志

宮下　英二

米田　仁亮

梶原　宏文

盛田　真也

竹本　和正

高市　嶺樹

上田　勝

本田　享子

藤田　貴久

川野　則子 バレーボール（精神）

バレーボール（精 神）

競　　　技

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

フライングディスク

ボウリング

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

バレーボール（精神）

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

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

アキュラシー５

アキュラシー５

アキュラシー５

アキュラシー５

アキュラシー５

アキュラシー５

２５ｍバタフライ

水泳

コンパ ウンド

３０ｍダブルラウンド

卓球

卓球

サウンドテーブルテニス

卓球

卓球

１００ｍ

陸上

２５ｍ自由形

２５ｍ背泳ぎ

２５ｍ自由形

２５ｍ背泳ぎ

５０ｍ自由形

２５ｍ自由形

２５ｍバタフライ

ジャベリックスロー

８００ｍ

ソフトボール投

２００ｍ

５０ｍ

２００ｍ

立幅跳

２００ｍ

ジャベリックスロー

２００ｍ

１００ｍ

１００ｍ

ソフトボール投

ソフトボール投

第２種目

立幅跳

１００ｍ

２００ｍ

ソフトボール投

ジャベリックスロー

５０ｍ

ソフトボール投

１００ｍ

８００ｍ

砲丸投

１５００ｍ

氏　　名 所　　属
第１種目

１００ｍ

ジャベリックスロー

立幅跳

１００ｍ

５０ｍ

５０ｍ

野菜工房ていずい

今治市

NPO法人SORA

いよぎんビジネスサービス

ルーテル作業センタームゲン

ソーシャルガーデン

ソーシャルガーデン

障害者地域活動支援センター　ときめき

松山市

とうふ工房ていずい

西予市

松山盲学校

松山市

八つ鹿工房和霊

内子町

西条市

西条市

宇和特別支援学校

今治特別支援学校

障害者地域活動支援センター　ときめき

スマイリー　ときめき

NPO法人うちこ工房

地 域活動 支援 センター　ステップ

（株）キドフーズ

みなら特別支援学校城北分校

松山福祉園

しげのぶ清流園

松山聾学校

宇和島市

みなら特別支援学校

宇和特別支援学校

みなら特別支援学校

松山福祉園

松山福祉園

松山市

四国中央市

大洲市

西条市

今治市

四国中央市

伊予市

就労継続支援B型事業所　虹

就労継続支援B型事業所　虹



代表者：（事務局）近藤　慶二
〒799-2652 松山市馬木町985-1
TEL：089-978-0810
メールアドレス：soccer14keiji@yahoo.co.jp

（松山）木・金・土曜日 19:30～21:00
（今治）水・金曜日 19:30～21:00
　　　　 日曜日（チーム練習）　12:00～17:30
代表者：國本　司
TEL：080-3923-5447

〒790-0914 松山市三町3丁目12-13　三町ビル105
（一社）愛媛県サッカー協会会長　豊島　吉博
TEL：（089）990-3663　・　FAX：（089）990-3883
メールアドレス：efa@mocha.ocn.ne.jp
（一社）愛媛県サッカー協会技術委員会
障害者スポーツ大会担当
知的障害者サッカー愛媛県選抜監督　菅　英希

　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。
　紹介したい団体等がございましたら、本協会事務局までご連絡ください。お待ちしております。

　障害者スポーツ団体紹介

代表者及
び連絡先

　○（一社）愛媛県サッカー協会

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、「愛媛車いすテニスクラブ」と「愛媛車いすバス
ケットボールクラブ（愛媛WBC）」、「（一社）愛媛県サッカー協会」の３団体を紹介します。

　○愛媛車いすテニスクラブ

活動場所 県内の特別支援学校のグランド　他　（東・中・南予の各地区で活動しています。）

活動日時
毎週土・日曜日 午前中または午後どちらかの３時間程度
（詳細は、愛媛県障害者スポーツ協会ホームページに毎月掲載）

愛媛県内に居住する障害者を対象とし、サッカーの練習やトレーニングマッチを行い、サッカーのルールや知
識、技術の向上を図る。
県内から様々な障害や年齢の方たちが集まり、サッカーを楽しみながら活動しています。興味のある方は、是
非、見学や参加をお待ちしています！みんなとボールと友達になりましょう！！！

活動内容

　○愛媛車いすバスケットボールクラブ（愛媛WBC）

代表者及
び連絡先

毎週水曜日 午後6時～午後9時
毎週木・土曜日 午後1時～午後5時

活動内容
月に一度、四国リーグに参加し、年に２回公式大会に参加しています。
年に数回、車いすバスケットボールの体験教室を開いています。

活動場所
（松山）：愛媛県身体障害者福祉センター
（今治）：サンアビリティーズ今治

活動日時

代表者及
び連絡先

活動内容

私たち「車いすテニスクラブ」は、幅広いテニス好きなメンバーがそろっており、和気あいあいと楽しい時間を過
ごしています。
リハビリというよりは、アスリートとしての活動を目指しており、中四国エリアで開催される車いすテニス大会に
出場することを目標に、楽しい中にも厳しさのある練習に取り組み、心と身体を鍛えています。
初心者も歓迎いたしますので、是非、見学に来てみてください。
待ってま～す。

活動場所
愛媛県身体障害者福祉センター
運動場テニスコートまたは体育館


