
〒790-0843　愛媛県松山市道後町２丁目１２－１１

HP：　愛媛県障がい者スポーツ協会

　秋冷の候、みなさまにおかれましては、ますますご清栄のことと

お喜び申し上げます。平素より障がい者スポーツの振興につきま

しては、格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

　さて2016リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでは、

スポーツの素晴らしさを改めて感じるとともに、選手たちの真剣な

眼差し、一心不乱に戦う姿に大変感動いたしました。なかでも

廣瀬悠・順子両選手の御夫婦そろっての出場と、順子選手の

銅メダル獲得は、県内の障害を持つ方々に大きな感動と希望を

与えてくれたものと思います。4年後には2020東京オリンピック・パラリンピックが

開催されます。そして、来年はここ愛媛県で『愛顔(えがお)つなぐえひめ大会』が

開催されます。これらを契機といたしまして、障がい者スポーツの益々の普及に

向け、職員一同団結して努力してまいりたいと思っております。

　また、愛媛県障がい者スポーツ協会では、県大会や全国大会への選手派遣事

業等に加え、今年度から新たに障がい者スポーツ選手の育成及び強化並びに県

内で実施される障がい者スポーツ活動の継続的な支援体制の推進を図ることを

目的として、『愛媛県障がい者スポーツサポートバンク』を設置いたしました。

障がい者スポーツを行う個人・団体等の依頼に応じ、あらかじめ登録しているサ

ポーターの中から適任者を紹介することにより、サポートを受けたい人とサポー

トをする人のマッチングを行います。この障がい者スポーツサポートバンクを通して

技術力向上を図るとともに、障がい者スポーツの可能性を高めていければと考え

ております。

　今後とも障がい者スポーツの振興にご理解とご協力を賜りますよう、よろしく

お願いいたします。

【会長の交代】

　このたび平成28年9月1日付で、愛媛県障がい者スポーツ協会の会長が交代

しましたのでご報告いたします。

愛媛県障がい者スポーツ協会
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↓
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■開催日　平成２８年５月２２日（日）　
■競技 陸上、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
■会場 愛媛県総合運動公園ニンジニアスタジアム(陸上競技場)
■参加数 選手：約1830名、役員・ボランティア：約700名、介助者・引率者・家族：約1900名、合計：約4430名

■開催日　平成２８年６月５日（日）　
■競技 ボウリング
■会場 松山中央ボウル
■参加数 選手：123名、役員・ボランティア：約70名、介助者・引率者・家族：約100名、合計：約300名

　◎どの選手も高得点を狙い、一投入魂する姿が見られ、３の大会新記録が出ました。ストライクが出ると選手同士でハ
イタッチをしたり、会場からは拍手や歓声が上がっていました。

　平成28年度　愛媛県障がい者スポーツ協会　事業概要
　①第11回愛媛県障がい者スポーツ大会

　◎当日は天候にも恵まれ、青空の下、暑い熱い一日となりました。
参加した選手は日頃の練習の成果を十分に発揮し、４９の大会新記録が出ました。



■開催日　平成２８年７月２日（土）　
■競技 水泳
■会場 アクアパレットまつやま
■参加数 選手：134名、役員・ボランティア：約100名、介助者・引率者・家族：約150名、合計：約390名

■競技結果一覧

↑伊予市しおさい公園体育館で行われた、聴覚バレーボール大会の様子。

　◎会場では多くの声援が響き渡り、大いに盛り上がった大会となりました。
選手は力いっぱい一生懸命、競技しており、３０もの大会新記録が出ました。

　②第１６回全国障害者スポーツ大会中国・四国ブロック予選会

1位 2位 3位 開　催　日 会　　場

男子 高知県 岡山県 島根県

女子 山口県 岡山県 徳島県

岡山県 愛媛県 香川県 6月11日（土）～12日（日）
山田グリーンパーク
ソフトボール場兼サッカー場
岡山県岡山市南区山田2263-2

島根県 山口県 広島市 6月11日（土）、12日（日）
高知県立春野総合運動公園
球技場及び多目的広場
高知県高知市春野町芳原2485

山口県 愛媛県
岡山県
高知県

6月4日（土）、5日（日）
鳥取市倉田スポーツ広場
鳥取県鳥取市円通寺

男子 山口県 高知県 愛媛県

女子 高知県 愛媛県 山口県

高知県 岡山県 岡山市 5月21日（土）、22日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
アミノバリューホール
徳島県鳴門市撫養町立岩四枚61

男子 鳥取県 山口県 広島市

女子 広島市 徳島県 岡山県

岡山県 愛媛県
山口県
高知県

6月11日（土）、12日（日）
高知県立春野総合運動公園体育館
高知県高知市春野町芳原2485

中国 広島県 岡山県 山口県 5月14日（土）、15日（日）
岡山市立操山中学校
岡山県岡山市中区国富3-11-1

四国 香川県 愛媛県 高知県 5月7日（土）、8日（日）
高知県立障害者スポーツセンター
高知県高知市春野町内ノ谷1-1

競　技　名

バスケットボール
香川県

５月２８日（土）、２９日（日）
高松市総合体育館
香川県高松市福岡町4-36-1

ソフトボール
岡山県

5月21日（土）、22日（日）
鳴門・大塚スポーツパーク
アミノバリューホール
徳島県鳴門市撫養町立岩四枚61

精神バレーボール
徳島県

聴覚バレーボール
愛媛県

5月14日（土）、15日（日）
伊予市しおさい公園体育館
愛媛県伊予市森甲91-1

車椅子バスケットボール
高知県

グランドソフトボール
岡山県、高知県

フットベースボール
鳥取県

バレーボール
徳島県

サッカー
高知県



■日程及び内容

■日程　（ は、講習終了分です。）

※平成２８年９月より、愛媛県身体障がい者福祉センターで大規模修繕工事が始まりました。
そのため上記の日程が変更になる場合があります。参加希望の方は事前にご連絡ください。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

　③平成２８年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
　◎障がい者スポーツの振興に必要不可欠である指導者の確保を図るため、スポーツ指導員の養成講習会を開催し、
養成するとともに、有資格者を各種指導員研修に派遣することにより、資質と指導力向上を図り、県内の障がい者ス
ポーツのさらなる振興を図ることを目的として、日本障がい者スポーツ協会後援のもと開催されました。今年度は５７名
の受講者が交流を深めながら真剣に講義や実技に取り組んでいました。

　 ◎障がい者がスポーツを通じて健康の増進を図るとともに、楽しくプレーし、交流を広めることによって明るい社会生活
が送れるよう、また障がい者スポーツに対する関係者の正しい理解と認識を深めること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、ぜひご参加ください。みなさんのご参加をお待ちしております☺♪

　④愛媛県障がい者スポーツ講習

月　日 講　習　科　目

開講式・オリエンテーション

ボランティア論(２ｈ)

障がい者スポーツの意義と理念(２h)

安全管理(１ｈ)

障がい者との交流(２ｈ)

障がい者福祉施策と障がい者スポーツ(２h)

全国障害者スポーツ大会の概要(１ｈ)

障がいに応じたスポーツの工夫・実施(２ｈ)

知的・精神障がい者の理解とスポーツ(３ｈ)

身体障がい者の理解とスポーツ(２ｈ)

６月２５日
(土)

(公財)日本障がい者スポーツ協会
公認障がい者スポーツ指導者制度(１ｈ)

閉講式・レポート提出

６月２６日
(日)



　愛媛県障がい者ハンドサイクル等体験会の開催
■開催日　平成２８年９月３日（土）　
■会場 愛媛県身体障がい者福祉センター運動場
■参加数 ２３名

　愛媛県障がい者サイクリング大会(しまなみ海道と島四国めぐり)の開催
■開催日 平成２８年１０月２日(日)
■会場 しまなみ海道・来島海峡大橋
■参加数 ４５名、スタッフ・ボランティア：５７名

　◎日頃、ハンドサイクル等に乗る機会が少ない方々を対象に、風をきる喜びを体感し自立と健康増進を図り、県内ハン
ドサイクル愛好者の増加と生涯スポーツとして、障がい者スポーツの振興を図ることを目的として開催されました。心配さ
れていたお天気も晴天で、参加された皆さんはとても楽しそうに風をきって走っていました。

　◎障がい者が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走り、島四国めぐりを行いながらサイ
クリングするとともに、健康増進と交流を深め、障がい者スポーツの振興を図ることを目的として開催されました。心配し
ていたお天気も晴れて、最高のサイクリング日和になりました。今年は参加者全員で、しまなみの海をイメージしたサック
ス色のみきゃんポロシャツを着て、みんなで声を掛け合いながら、ご協力いただきましたスタッフの皆様のおかげで楽しく
笑顔で走ることができました。

　⑤平成２８年度　地域における障がい者スポーツの振興事業



■開催日　平成２８年７月２２日（金）　
■会場 愛媛県身体障がい者福祉センター体育館
■参加数 ２２名
■競技 ボッチャ

■開催日　平成２８年８月２８日（日）　
■会場 宇和島市
■参加数 １４名
■競技 フライングディスク

■開催日　平成２８年９月２１日(水)
■会場 四国中央市
■参加数 ２８名
■競技 ボッチャ

○日程：平成２９年１月までの間で調整します。

○会場：各市町や学校等の体育館、運動場

○概要：実施方法→各市町や学校等へ愛媛県障がい者スポーツ協会職員等を派遣して体験会を実施します。
　　　　　(種目や日程は実施希望団体と協議して決めますが、全国障害者スポーツ大会関係競技を中心です。)
　　　　　参加者→1会場20～40名程度
　　　　　(参加可能な障がい者、障がい者と関わりのある方、障がい者スポーツに理解や関心のある方。)

○費用：講師謝金、派遣旅費、使用道具等は愛媛県障がい者スポーツ協会が負担します。
　　　　　※参加者の旅費等は参加者負担でお願いします。

　◎いよいよ1年後に愛媛県で開催される『第17回全国障害者スポーツ大会～愛顔つなぐえひめ大会～』の成功に向け、
住民の参加機運を高めるとともに、障がい者スポーツの振興を深めることを目的に普及啓発紹介事業(体験会)を開催し
ています。

＼体験会ご希望の方、募集中～！！／

詳しくは、お気軽にお問い合わせください♪

　障がい者スポーツ紹介事業(体験会)～障がい者スポーツの魅力！お伝えします！！～

2016リオパラリンピックの

ボッチャ競技で日本は、

銀メダル獲得したんよ～！



■大会期日：平成28年10月22日（土）～24日（月）
■開催地：岩手県内
■愛媛県選手団：個人競技６競技
■派遣選手一覧

　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１６回全国障害者スポーツ大会『希望郷いわて大会』に出場します。

　⑥第１６回全国障害者スポーツ大会選手派遣事業

　　みきゃんも

応援しよるけんね～！

松山盲学校 矢野
ヤノ

　　繁樹
シゲキ 50m 立幅跳

かなさんどう 石居
イシイ

　　勝彦
カツヒコ 50m ソフトボール投

松山市 谷岡
タニオカ

　　真帆
マホ 100ｍ 走幅跳

松山市 児玉
コダマ

　　裕
ユ

喜
キ

子
コ 1500ｍ 100ｍ

松山盲学校 篠﨑
シノザキ

　　雅史
マサシ 立幅跳 ソフトボール投

愛南町身体障害者福祉協議会
宇佐
ウサ

　　彰
アキラ ソフトボール投 立幅跳

宇和特別支援学校 土居
ドイ

　　蒼
アオイ ソフトボール投 100ｍ

アイル 渡部
ワタナベ

　　香織
カオリ ビーンバッグ投 50ｍ

西条市 安藤
アンドウ

　　佳浩
ヨシヒロ ジャベリックスロー 砲丸投

今治特別支援学校 尾崎
オザキ

　　恭介
キョウスケ 200ｍ 50ｍ 400mリレー

愛媛大学
愛・アスリートクラブ 武智

タケチ
　　湧

ユウ
史
　シ 800ｍ 400ｍ 400mリレー

宇和島市 森田
モリタ

　　博
ヒロイチロウ

一郎 1500ｍ 800ｍ 400mリレー

ひかり 大石
オオイシ

　　涼
リョウ 立幅跳 50ｍ

みなら特別支援学校 十亀
ソガメ

　　瑠偉
ルイ 走幅跳 ソフトボール投 400mリレー

八幡浜市 清水
シミズ

　　祐太
ユウタ ジャベリックスロー 50ｍ

はばたき園 川田
カワダ

　　春男
ハルオ ソフトボール投 50ｍ

日野学園 橘
タチバナ　フミコ

　　　文子 ソフトボール投 立幅跳 400mリレー

はばたき園 黒川
クロカワ

　　ゆりえ ソフトボール投 50ｍ 400mリレー

新居浜市 塩﨑
シオザキ

　　創
ハジメ 25ｍ自由形 50ｍ自由形

愛南町 中道
ナカミチ

　　穂香
ホノカ 50ｍ背泳ぎ 50ｍ自由形

新居浜市 岡部
オカベ

　　歩
ホ

乃
ノ

佳
カ 50ｍ背泳ぎ 50ｍ平泳ぎ

新居浜市 三木
ミキ

　　礼
レイナ

菜 25ｍ平泳ぎ 50ｍ平泳ぎ 200ｍリレー

伊予市 福島
フクシマ

　　千尋
チヒロ 50ｍ平泳ぎ 25ｍ平泳ぎ 200ｍリレー

八幡浜市 櫻田
サクラダ

　　開
カイ 50ｍ自由形 25ｍ自由形 200ｍリレー

今治特別支援学校 山口
ヤマグチ

　　尚秀
ナオヒデ 50ｍ平泳ぎ 50ｍ自由形 200ｍリレー

西条市 大西
オオニシ

　　忠
タダ

数
　カズ リカーブ30ｍダブルラウンド

西条市 平塚
ヒラツカ

　　雄二
ユウジ リカーブ50ｍ・30ｍラウンド

松山市 浅井
アサイ

　　翔一
ショウイチ 一般卓球

新居浜市 久松
ヒサマツ

　　悦子
エツコ 一般卓球

松山盲学校 松浦
マツウラ

　　佑
ユ

美
ミ サウンドテーブルテニス

今治特別支援学校 越智
オチ

　　響
ヒビキ

貴 一般卓球

今治特別支援学校 越智
オチ

　　滝
リュウジ

二 一般卓球

松山市 森田
モリタ

　　亮平
リョウヘイ 一般卓球

四国中央市 加地
カジ

　　巧
タクミ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

四国中央市 神野
ジンノ

　　大輔
ダイスケ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

西条市 伊藤
イトウ

　　孝文
タカフミ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

四国中央市 梶原
カジワラ

　　純
ジュンイツ

逸 アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

西条市 岩下
イワシタ

　　圭佑
ケイスケ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

みなら特別支援学校 堀
ホリケ

家　　和良
カズヨシ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

なかまたち 石川
イシカワ

　　貴也
タカヤ アキュラシー5ｍ ディスタンス立位

伊予市 久保
クボ

　　道雅
ミチマサ ボウリング

今治市 山下
ヤマシタ

　　貴弘
タカヒロ ボウリング

備考所属 氏
 ふ　り　が　な

　　名

ボウリング

陸上

水泳

アーチェリー

卓球

ＦＤ

出場競技種目

水泳競技に出場する、

中道穂香選手(左)と

岡部歩乃佳選手(右)。

２人は日本障がい者

スポーツ協会が定める

『強化指定選手』にも

選ばれています。

ダブルほのか選手の

活躍に期待☆

頑張ってきてください！

☆ｐｉｃｋ ｕｐ☆



◎愛媛県障がい者スポーツサポートバンクとは

◎サポートの種類

◎サポートバンクのイメージ図
登録

①登録
公募により随時登録をします。
個人のほか、団体での登録もできます。
「登録申請書」と「別紙」に必要事項を記入し、
スポーツ協会に提出してください。
②登録の要件
次の要件を全て満たすときは登録をします。
１．政治、宗教、営利その他公序良俗に
　　反する活動を目的としない。
２．トレーニングサポーターは自ら練習場所に
　　来ることができる。
３．施設サポーターは原則、使用料無料で
　　施設等を提供する。
③登録者の公開
登録が決定したときは、「サポーター」として
サポートバンクリストをスポーツ協会の
ホームページにて公開します。
※住所や連絡先などの個人情報は非公開です。

支援
①「サポーターの派遣」を希望する障がいを
お持ちのチーム等から、対戦相手等の
申込があった場合、スポーツ協会から
サポーター（団体登録の場合は代表者）宛に、
メールにて情報を発信します。

「サポーター」としてその活動に協力できるか

どうか、その可否をメールで返信してください。
③お互いの活動条件が一致し、マッチングが
成立したら、改めてメール等でお伝えします。
④活動実施日には、活動場所へ出向き、
練習試合等にご協力ください。
※希望等に応じて、スポーツ協会の職員が
   立ち会います。

※サポート事業の活動においては、参加者全員を対象とした傷害及び損害保険にスポーツ協会が加入します。

②メールの内容を確認していただき、

詳しくは・・・

協会ホームページをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせください！

　愛媛県では「第17回全国障害者スポーツ大会」を契機とした、障がい者スポーツ選手の育成及び強化並びに県内で実
施される障がい者スポーツ活動に対する継続的な支援体制の推進を図ることを目的として『愛媛県障がい者スポーツサ
ポートバンク』を設置しました。愛媛県障がい者スポーツ協会（以下、「スポーツ協会」という。）は、障がい者スポーツを行
う個人・団体等の依頼に応じて、あらかじめ登録してあるサポーターの中から適任者を紹介することにより、サポートを受
けたい人とサポートをする人のマッチングを行います。

あなたの力が必要です！！

愛媛県障がい者サポートバンクについて

トレーニング

サポータ
個人・団体競技の

対戦相手として協

力し、選手の競技

力向上に向けた活

施設

サポーター

施設や練習場所等

を提供し、選手の

積極的なスポーツ

活動を支援。

リーダー

サポーター
各種障がい者ス

ポーツの指導のほ

か、会場設営や運

営等を支援。

スタッフ

サポーター

専門性を生かした

ケアや情報支援を

行い、安全で楽しい

スポーツ環境づくり


