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第8回栃木県障害者コントロール・アタック大会開催！

　『第８回栃木県障害者コントロール・アタック大会』が、平成29年３月５日（日）、「障害者スポーツ

センター（愛称：わかくさアリーナ）」で開催されました。

　今大会は、新しくできたアリーナでは初めての大会となり、過去最高の23チーム（参加申込みは24

チーム）、109名が参加し盛大に行われました。

　優　勝：チーム佐々木Ａ（宇都宮市）
　準優勝：とちぎ（栃木市）
　第３位：あきおちゃん，Ｓ（鹿沼市）　　ペコちゃん（宇都宮市）
　第５位：宇肢会ＣＡ同好会（宇都宮市）　いわふねコスモスクラブ（栃木市）



栃木県選手団派遣選手募集

第17回全国障害者スポーツ大会2017愛顔つなぐえひめ大会
　～君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え～

【期日】平成29年10月28日（土）～30日（月）　　
栃木県選手団の派遣期間は、10月26日（木）～31日（火）の６日間となります。

【主催】公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、文部科学省、開催地都道府県（愛媛県）・指定都
市、開催地市町及び関係団体

【個人競技及び会場】
競　　技　　名 所在地 会　　　場

陸上競技（身・知）
松山市

愛媛県総合運動公園陸上競技場
水泳（身・知） 松山中央公園アクアパレットまつやま

アーチェリー 今治市 今治市宮窪石文化運動公園
多目的グランド特設アーチェリー場（仮称）

卓球（身・知）及び
サウンドテーブルテニス（身）

松前町 松前公園体育館　及び
松前総合文化センター

フライングディスク 西条市 西条市ひうち陸上競技場
ボウリング 松山市 キスケボウル
身＝身体障害者が出場できる競技、知＝知的障害者が出場できる競技

■応募資格
　以下の全てに該当する方
　　①平成29年４月１日現在で13歳以上の身体障

害者又は知的障害者
　　②栃木県内に現住所を有する方及び栃木県外に

住所を有する方で、栃木県に所在する施設や
学校等に入所及び通所並びに通学している方

　　③原則として、第12回栃木県障害者スポーツ
大会（平成28年９月実施）に出場した方

　　④強化練習会等の行事（５回）に参加できる方
■派遣人数
　35名（予定）
　※派遣選手は、選手選考会議で決定します。
■参加申込方法
　（１）障害者福祉施設を利用されている方、特別支援学校等に在学されている方、手をつなぐ育

成会に加入されている方は、各所属先にお申込みください。
　（２）在宅の方は住所地の市町障害福祉担当課へお申込みください。
■申込期間
　平成29年４月18日（火）～５月23日（火）　※必着
■問合せ先
　特定非営利活動法人　栃木県障害者スポーツ協会
　TEL／FAX：028-624-2761

第 16回全国障害者スポーツ大会（岩手大会）



【期日】平成29年９月24日（日）※小雨決行、荒天の場合は中止とし予備日は設けない。
【主催】 栃木県、栃木県教育委員会、宇都宮市、（福）栃木県社会福祉協議会、栃木県身体障害者団

体連絡協議会、栃木県特別支援学校長会、（特非）栃木県障害施設・事業協会、（一社）栃木
県手をつなぐ育成会、栃木県中学校教育研究会特別支援教育部会、（特非）栃木県障害者ス
ポーツ協会

【実施競技及び会場】
競　　技　　名 競　技　会　場　名

個
人
競
技

陸上競技（身・知） 栃木県総合運動公園／陸上競技場
水泳（身・知） 栃木県立温水プール館（小山市）
アーチェリー（身） 宇都宮市みずほの中央公園／アーチェリー場
卓球（身・知） 栃木県総合運動公園／トレーニングセンター
サウンドテーブルテニス（身） 栃木県障害者スポーツセンター
フライングディスク（身・知） 栃木県総合運動公園／硬式野球場

団
体
競
技

ソフトボール（知） 栃木県総合運動公園／軟式野球場Ｂ
グランドソフトボール（身） 栃木県総合運動公園／軟式野球場Ａ
車椅子バスケットボール（身） 栃木県障害者スポーツセンター

※身＝身体障害者が出場できる競技、知＝知的障害者が出場できる競技

■参加資格
　次の全てに該当する方が選手として参加できます。
　①平成29年4月1日現在で12歳以上の身体障害者
または知的障害者。

　②栃木県内に現住所を有する方。
　③身体障害者手帳の交付を受けた方及び栃木県外
に住所を有する方で、栃木県に所在する施設や
学校に入所及び通所並びに通学している方。

　④療育手帳の交付を受けた方。あるいは、その取
得の対象に準ずる障害がある方。

■参加申込方法
　（１）障害者福祉施設を利用されている方、特別支援学校等に在学されている方、栃木県手を

つなぐ育成会に加入されている方は、各所属先にお申し込みください。
　（２）在宅の方は、住所地の市町障害福祉担当課へお申し込みください。
■参加申込期間
　　平成29年５月17日（水）～６月７日（水）※必着

第13回栃木県障害者スポーツ大会参加者募集

第 12回大会開会式の様子



　今年度も、計５日に渡る障がい者スポーツ指導員養成研修会が行われ、修了者は32名でし
た。これにより、平成元年の本協会設立当初より行われている研修会の修了者は1,056名とな
りました。今後の障害者スポーツ振興の為の活動に期待しております。

障がいの理解とスポーツ
（車椅子バスケットボール）

障がいに応じたスポーツの工夫
（コントロール・アタック）

平成29年度初級障がい者スポーツ指導員養成研修会受講者募集
【主　　催】
　　栃木県、特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
【期　　日】
　　平成29年7月15日（土）、7月23日（日）、9月24日（日）、12月2日（土）、12月9日（土）
【会　　場】
　　とちぎ福祉プラザ、栃木県障害者スポーツセンターほか
【受講資格】
　　本県に在住または在勤（在学）で18歳以上、障害者に対するスポーツ指導及び障害者スポーツ
の普及・振興に意欲のある人

【定　　員】
　　35名（定員を超えた場合は抽選といたします。なお、受講の可否は申込み締切り後、14日以
内に本人宛に通知します。）

【申込方法・問合せ先】
　　所定の申込書にて、郵送で下記まで申込みください。（ＦＡＸは不可）
　　※申込書は、協会ホームページからダウンロードすることができます。
　　◆申込期間　　平成29年６月１日（木）～６月20日（火）
　　◆特定非営利活動法人　栃木県障害者スポーツ協会
　　　〒320-8508　宇都宮市若草1-10-6　栃木県障害者スポーツセンター内
　　　TEL／028-624-2761
【必要経費】
　　（１）受講料　　　1,500円（傷害保険料等）
　　（２）テキスト代　3,500円
　　　　　※障害者スポーツ指導教本2,500円、全国障害者スポーツ大会競技規則集1,000円
【そ の 他】
　　本研修会は、（公財）日本レクリエーション協会公認インストラクター資格取得単位の一部とし
て対象となります。



　2017年３月12日（日）、駒沢オリンピック公園で「パラ駅伝 inTOKYO2017」が開催されま
した。パラ駅伝は、様々な障害のあるランナーや健常者のランナー９人（伴走者含む）がチーム
をつくり、ゴールを目指してタスキをつなぐ駅伝です。今回は、14都県17チーム、153名のラン
ナーが参加し、栃木県チーム「ベリーグッドとちぎ」が優勝しました。また、駅伝には、小池都
知事や、お笑い芸人などの芸能人、ご当地キャラクターが応援してくれました。

パラ駅伝 in TOKYO 2017結果報告
栃木県チーム「ベリーグッドとちぎ」優勝！！

表彰後の栃木県チーム選手と、とちまるくん

第１区：加治佐　博昭　　伴走者：豊島　聡　　　第５区：中川　壮気
第２区：熊倉　昴裕　　　　　　　　　　　　　　第６区：浅野　俊也
第３区：二階堂　敬　　　　　　　　　　　　　　第７区：日向野　聖隆
第４区：赤羽　有紀子　　　　　　　　　　　　　第８区：大森　亜紀子

「ベリーグッドとちぎ」チーム走者



第17回全国障害者スポーツ大会愛
え

顔
がお

つなぐえひめ大会関東ブロック地区予選会

平成28年度特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会顕彰式

【優秀選手賞】
■アーチェリー
大塚　忠胤（アジアパラアーチェリー選手権大会）

■水泳
　落合　由佳利（第33回日本身体障害者水泳選手権大会）
　廣江　麻美（第33回日本身体障害者水泳選手権大会）
　駒﨑　茂（第33回日本身体障害者水泳選手権大会）

■ボート
　駒﨑　茂（リオ2016パラリンピック競技大会）

■陸上
　奈良田　栄一（2016ジャパンパラ陸上競技大会）

■車椅子テニス
　真田　卓（リオ2016パラリンピック競技大会、第25回NEC全日本車椅子テニス選手権大会）

■車椅子バスケットボール
　栃木レイカーズ（第27回日本選抜車椅子バスケットボール選手権大会）

【功労賞】
■飯島　久美子（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）
■佐伯　洋子（栃木県障がい者スポーツ指導者協議会）

競技種別 区分 期　日 会場地 会　　　場

バスケットボール 知
的
男子 ４月15日（土）

16日（日） 埼玉県 深谷市総合体育館
（深谷市上野台2568）女子

車椅子バスケット
ボール 身　体 ６月３日（土）

４日（日） 千葉県 千葉ポートアリーナ
（千葉市中央区問屋町1-20）

ソフトボール 知　的 ５月21日（日） 横浜市 保土ヶ谷公園・軟式野球場
（横浜市保土ヶ谷区花見台4-2）

グランドソフトボール 視　覚 ６月３日（土）
４日（日） 栃木県 宇都宮市道場宿緑地グラウンド

（宇都宮市道場宿町上河原地先）

バレーボール

聴
覚
男子 ５月13日（土） 山梨県 小瀬スポーツ公園体育館

（山梨県甲府市小瀬町840）女子
知
的
男子 ４月22日（土） 茨城県 笠松運動公園

（ひたちなか市佐和2197-28）女子
精　神 ５月13日（土） 千葉県 千葉ポートアリーナ

（千葉市中央区問屋町1-20）
サッカー 知　的 ４月22日（土） さいたま市 浦和駒場スタジアム

（さいたま市浦和区駒場2-1-1）

フットベースボール 知　的 ４月23日（日） 千葉県
千葉県総合スポーツセンター
軟式野球場・ソフトボール場
（千葉市稲毛区天台町323）

※�本県チームの参加予定競技：バスケットボール（知的）男子・女子、車椅子バスケットボール（肢体）、ソフトボール（知的）、
グランドソフトボール（視覚）、バレーボール（聴覚）男子・女子、サッカー（知的）、フットベースボール（知的）

　特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会顕彰式が、平成29年２月25日（土）、とちぎ福祉
プラザ特別会議室で行われ、優秀選手賞６名、１チーム、功労賞２名、が表彰されました。（真田
選手、駒﨑選手、廣江選手は都合により欠席でした。）



　障害者の健康・体力の維持増進を図るとともに、社会参加推進の一環として、身近な地域で
スポーツに親しむことができる環境づくりを目的として、開催を希望する各市町を対象として
「障害者スポーツ教室」を実施します。

平成29年度障害者スポーツ教室開催のお知らせ

回 月 日
曜
　
日

時　間 会　　場
対　　象

実施種目障
害
者

健
常
者

計

1

5

19 金 10：00～ 益子町
益子町総合体育館 32 8 40

コン・タック
アキュラシー
ふうせんバレー

2 24 水 10：00～ 真岡市
真岡市総合体育館 40 15 55

コン・タック
アキュラシー
ビームライフル

3

6

3 土 10：00～ 下野市
下野市南河内体育センター 25 25 50

コン・タック
アキュラシー
卓球バレー

4 7 水 10：00～ 栃木市（都賀）
都賀体育センター 40 0 40

コン・タック
ストラックアウト
ボッチャ

5 9 金 10：00～ 栃木市（藤岡）
藤岡総合体育館 20 20 40 コン・タック

卓球バレー

6 17 土 13：30～ 栃木市（栃木）
栃木市勤労者体育センター 35 0 35

コン・タック
カローリング
卓球バレー

7 21 水 9：30～ 鹿沼市
鹿沼総合体育館（サブアリーナ） 20 5 25 カローリング

8 24 土 10：00～ 佐野市
アリーナたぬま 100 0 100

コン・タック
アキュラシー
卓球バレー
ビームライフル

9 27 火 10：00～ 芳賀町
農業者トレーニングセンター 18 2 20

シャッフルボード
ビームライフル
ふうせんバレー

10

9

3 日 10：00～ 那須烏山市
烏山体育館 50 20 70

コン・タック
アキュラシー
ふうせんバレー

11 5 火 10：00～ 那須塩原市（塩原）
塩原Ｂ＆Ｇ海洋センター 20 0 20

コン・タック
アキュラシー
輪投げ

12 10 21 土 10：00～ 日光市
大沢体育館 40 20 60

コン・タック
アキュラシー
ふうせんバレー

13

11

4 土 10：00～ 那須町
那須町スポーツセンター 30 10 40

コン・タック
ボッチャ
ビームライフル

14 17 金 9：30～ 矢板市
矢板市体育館 35 5 40

アキュラシー
ビームライフル
バッゴー

15 28 火 13：30～ 那須塩原市（黒磯）
いきいきふれあいセンター 20 0 20 ボッチャ



　「ボッチャ体験イベント」は、平成29年２月12日（日）、障害者スポーツセンター
で開催されました。イベントでは、一般社団法人日本ボッチャ協会関係者と選手から
ボッチャの概要説明があり、スペシャルマッチでは、ボッチャ選手２名、福田知事、
とちぎボッチャ☆スターズ、麦倉会長による白熱した試合が行われました。一般参加
者による体験会には、県内各地から約180名の方に参加していただきました。

この機関紙は、赤い羽根共同募金配分金により発行しています。 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

応援してください！賛助会員募集事務局長が変わりました
　皆様の御支援をよろしくお願い申し上げま
す。入会を希望される方は、協会事務局まで御
連絡ください。
•個人賛助会員・・・会費一口　3,000円
•団体賛助会員・・・会費一口　5,000円

【申込み・問合せ】
特定非営利活動法人栃木県障害者スポーツ協会
〒320-8508　宇都宮市若草１丁目10番６号
とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター内

TEL・FAX／ 028－624－2761

　平成29年４月より、事務局長が
変わりましたのでお知らせします。

新事務局長　　　新村　一男

旧事務局長　　　荒井　勝夫

ボッチャ体験イベント
～ボッチャってなんじゃ？わかくさアリーナに行けばわかるんじゃ！～　開催！

体験会の様子１

体験会の様子１ 体験会の様子２


