
第 21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」の広島県代表選手が決定いたしました。
今大会より，重度の身体障がい者も出場できるようにと「ボッチャ競技」が追加となりました。19 回の茨

城大会は悪天候により中止，20 回の鹿児島大会は新型コロナウイルスの影響により延期となり 2 年連続開催
されておりません。今年は感染対策のもと安全に開催されることを祈っております。
広島県選手団は個人競技 33 名，団体競技 12 名の計 45 名の選手が参加いたします。団体競技の車いすバ

スケットボールは初参加です。大会は 10月 23日（土）～25日（月）までの 3日間行われます。応援よろし
くお願いします。

   

〈個人競技〉 （身体） （知的） （精神） 〈団体競技〉 （身体）

陸 上

青木 涼
白砂 匠庸
永谷 拓海
沖原 悠太郎
高垣 貞夫
福村 厚司
毛利 マサオ

和田 大地
井上 なおみ
鴉越 太心
山内 政範
坪井 勇誠
古川 幸

山本 たつや
車いす
バスケット
ボール

向山 義樹

谷口 直彦

吉田 敬

越智 高士

中川 昌紀

清山 洋一郎

林 誠

山肩 朋之

濱本 雄貴

村上 司

岩見 瑠海

松田 京介

水 泳
濱田 浩之
関川 章子

阿慈谷 竜士
大賀 康平

卓 球
渡辺 盛太
本村 聖一

吉岡 成実
光永 あかり

中渡瀬 陽一

フライングディスク
山持 信昭
平山 貴博

吉原 陸
田中 佑

アーチェリー 渡邊 大輔

ボウリング
中田 雅之
森 日奈野

ボッチャ
江種 佑輔
矢田 望
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新競技のボッチャとは？？
重度脳性マヒ者の競技としてヨーロッパで開発された，カローリングやペタンクなどとルールがよく
似たスポーツです。リオパラリンピックでは火ノ玉ジャパンチームが銀メダルを獲得して以降，注
目のパラスポーツです。障がいの有無や老若男女問わず誰でも一緒にできるスポーツです！
全国障害者スポーツ大会では重度の障がい者が負担なく競技できる独特の規則を設けてい
ます。2人 1組（座位と立位のペア）で戦います。

●ご入会ありがとうございました

  （敬称略，５０音順）

※令和 3年 7月 4日～令和 3年 7月 31日までに新規登録の個人・団体を掲載しています。

※氏名の掲載を希望されない方のお名前は控えさせていただいております。今回お名前を掲載した方で今後，掲載を希望されない方は，

お手数ですが事務局までご連絡ください。

 

個      人
<特別会員> <賛助会員>
三宅 仁志 尾﨑 雄祐
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～ 編集後記 ～
やはり，オリンピックが気になるので，連日色んな
競技をテレビ観戦しています。時差の関係で夜中に
見るなんてことがないのが自国開催のいいところ
ですね！もうすぐパラリンピックが始まります。当
協会の強化指定選手だけでなく，広島県ゆかりの選
手もたくさん出場されます。パラリンピックもみど
ころたくさんです！応援しましょう！（鈴木）

行 事 予 定

■令和 3年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
日時：令和 4年 1月 8日～10日（全 3日間）場所：スポーツ交流センターおりづる

※令和 3年 7月 31日現在の予定です。今後，体験会・イベント等を追加予定です。随時，ホームページにも掲載します。

■第 26回広島県障害者卓球大会（身体障害者の部）
日時：令和 3年 10月 17日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

■第２回広島県障害者ボッチャ大会 兼
第 22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」広島県代表選手選考会
日時：令和 3年 11月 21日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

■スペシャルオリンピックス日本・広島大会 令和 3年 10月 24日（日）～11月 28日（日）

今年度の事務局メンバーです。よろしくお願いいたします。
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■第 25回広島県障害者卓球大会（知的障害者・精神障害者の部）
日時：令和 4年 2月 27日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

※後援をご希望の方は事務局までご連絡ください。

広島県障害者スポーツ協会，広報誌，第二十号

１ページ

第 21回，全国障害者スポーツ大会，三重，とこわか大会，の広島県代表選手が，決定いたしました。
こん大会より，重度の身体障がい者も出場できるようにと，ボッチャ競技，が追加となりました。
広島県選手団は，個人競技 33名，団体競技 12名の，計 45名の選手が参加いたします。
団体競技の車いすバスケットボールは初参加です，大会は 10 月 23 日土曜日から 25 日月曜日までの 3 日間
行われます。応援よろしくお願いします

陸上
あおき りょう，しらまさ たくや，ながたに たくみ，おきはら ゆうたろう，たかがき さだお，ふくむ
ら あつし，わだ だいち，いのうえ なおみ，からすご たいしん，やまうち まさのり，つぼい ゆうせ
い，ふるかわ ゆき，やまもと たつや。

水泳
はまだ ひろゆき，せきがわ あきこ，あじたに りゅうじ，おおが こうへい。

卓球
わたなべ せいた，もとむら せいいち，よしおか しげざね，みつなが あかり，なかわたせ よういち。

フライングディスク
やまじ のぶあき，ひらやま たかひろ，よしはら りく，たなか ゆう。

あーちぇりー
わたなべ だいすけ。

ぼうりんぐ
なかた まさゆき，もり ひなの。

ぼっちゃ
えぐさ ゆうすけ，やだ のぞみ。

車いすバスケットボール
むかいやま よしき，たにぐち なおひこ，よしだ たかし，おち たかし，なかがわ まさき，きよやま よ
ういちろう，はやし まこと，やまがた ともゆき，はまもと ゆうき，むらかみ つかさ，いわみ るい，
まつだ きょうすけ。

4 ページ。

次です。行事予定です。

主催事業。
第２回広島県障害者ボッチャ大会，兼，第 22 回，全国障害者スポーツ大会，いちごいちえとちぎ大会，広島県
代表選手選考会，日時，令和 3年 11月 21 日日曜日，場所，スポーツ交流センターおりづる
令和 3 年度，初級障害者スポーツ指導員養成講習会，日時，令和 4 ねん 1 月 8 日から 10 日，全 3 日間，
場

所，スポーツ交流センターおりづる

共催事業。
第 26 回，広島県障害者卓球大会，身体障害者の部，日時，令和 3 年 10 月 17 日日曜日，場所，スポー
ツ交流センターおりづる
第25回，広島県障害者卓球大会，知的障害者，精神障害者の部，日時，令和4ねん2月27日日曜日，
場所，スポーツ交流センターおりづる

後援事業
スペシャルオリンピックス日本，広島大会，令和 3年 10月 24 日日曜日から 11 月 28 日日曜日

次です。
今年度の事務局メンバーです。よろしくお願いいたします。
おおえ けんいちろう，すずき ゆうこ，おおなか もとみち，

記事は以上です。

発行，一般社団法人広島県障害者スポーツ協会。
電話，０ ８ ２， ４ ２ ６， ３ ３ ３ ３。
ファックス，０ ８ ２ ，４ ２ ５，６ 7 ８ ９。



「一般社団法人 生命保険協会」様より，今年度も広島県障害者陸上競技大会へご寄附をいただきまし
た。視覚障がい者の選手が使用するアイシェード，選手の待機や集合場所のテントを購入させていただき
ました。特に今年度はコロナ対策のため，密を防ぐ必要があり，テントが多く必要でした。残念ながら今

年度も直前で感染者が増加し，やむを得ず大会
は中止となってしまいました。来年度の大会よ
り使用させていただきます。ありがとうござい
ました。

「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」様より，広島県障害者ス
ポーツ協会へご寄附をいただきました。競技用車いすの屋内・屋外兼用
タイヤを購入させていただきました。通常のタイヤは屋内用となって
おり，屋外で使用すると消耗が激しくなってしまいますが，このタイヤ
は屋外でも使用できるものとなっております。すでに所有しておりま
すテニス車へ装着いたしました。ありがとうございました。
寄贈式では，当協会の強化指定選手であいおいニッセイ同和損害保

険株式会社に勤務されている 白砂 匠庸 選手 も出席されました。

【物品の貸出について】物品の貸出は会員様に行っております。詳細に
つきましては，ホームページをご覧いただくか，事務局までお問い合わ
せください。

「ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区」様より，障害者スポーツ普及・振
興等の理念にご賛同いただき，ご寄附をいただきました。4月 11日（日）に  

は福山ニューキャッスルホテルにて寄贈式が行われ，   
山根会長より感謝状を贈呈いたしました。いただいた
ご寄附は今後，障害者スポーツの支援等に役立ててい   
きたいと思います。

（屋内外対応の競技用車いすのタイヤ）

（左より事務局大中・土井長常務理事・横山様・白砂選手・丸子様）

（左より 池原 堅 様・山根会長）

（左：競技用アイシェード 右：簡易テント）

５月 17日（月）に平和公園で開催されたオリンピックの聖火リレーに当協会強化指定選手の 上村 勇
貴 選手，準強化指定選手の 大賀 康平 選手が参加しました。直前の感染者拡大により，公道でのリレー
は行われず，平和公園内でのトーチキスとなりました。

【上村選手の感想】今回，広島県に非常事態宣言が出
されている中でも聖火リレーに参加する事が出来て深
く感謝申し上げます。広島市の代表として、全国の知
的障がい陸上競技者の代表として，サンフレッチェの
森崎浩司さんに聖火をつなぎました。一生の思い出に
なり，選出された事を光栄に存じます。コロナによっ
て大会が中止や延期になっており，平和でないと安心
してスポーツは出来ないのだと実感する日々です。はや
くコロナが終息する事を願っております。

【大賀選手の感想】
1年前にオリンピックが延期になった時は，聖火リレーもなく
なってしまうのかと不安になりましたが，無事に参加できて安
心しました。「地元を走れなくて残念だね」と言われましたが，
開催されたことがとても嬉しかったです。ボランティアの方も
笑顔でずっとそばにいてくれました。トーチキスでは前後の人
としっかりポーズを決め最後まで楽しく行うことができまし
た。仲間や地域の方にトーチを手に取ってもらえるのがとて
も楽しみです。

当協会の強化指定選手の 白砂 匠庸 選手が陸上競技（やり投げ）で東京パラリン
ピックの出場が内定いたしました。これで当協会から東京パラリンピックへ出場す
るのはボッチャの古満選手に続いて２人目となっております。白砂選手の応援をよ
ろしくお願いいたします。東京パラリンピックは 8月 24日より開催されます。
詳しくは東京パラリンピックのホームページ等でご確認下さい。

当協会の強化指定選手の 江南 聖 選手（車椅子ソフトボール）が 8月
21日（金）から開催される東京パラリンピック聖火リレー広島県代表走
者として選ばれました。それに先立ち，5月 28日（金）オンラインにて
広島県の湯﨑知事と対談いたしました。
江南選手は「今回の聖火リレーをきっかけに
競技の普及に繋がれば嬉しい」と話していました。

（左：上村選手 右：サンフレッチェ広島森崎アンバサダー）

（トーチを持って記念撮影する上村選手）

（出場が内定した白砂選手）

（左：湯﨑知事 右：オンライン参加の江南選手）
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オリンピック聖火リレーに，強化指定選手 2名が参加。
５月 17 日月曜日に，平和公園で開催されたオリンピックの聖火リレーに，当協会強化指定選手の うえむら ゆうき
選手，準強化指定選手の おおが こうへい 選手が参加しました。直前の感染者拡大により，公道でのリレーは行わ
れず，平和公園内でのトーチキスとなりました。

次です。
当協会の強化指定選手の しらまさ たくや 選手が陸上競技，やり投げ，で東京パラリンピックの出場が内定いたしま
した。これで当協会から，東京パラリンピックへ出場するのは，ボッチャのふるみつ選手に続いて２人目となっております。
しらまさ選手の応援をよろしくお願いいたします。東京パラリンピックは 8月 24 日より開催されます。

次です。
東京パラリンピック聖火リレー広島県知事表敬訪問。
当協会の強化指定選手の えなみ たかし選手，車椅子ソフトボールが，8 月 21 日金曜日から開催される，東京
パラリンピック聖火リレー広島県代表走者として選ばれました。それに先立ち，5 月 28 日金曜日にオンラインにて広島
県のゆざき知事と対談いたしました。えなみ選手は，今回の聖火リレーをきっかけに，競技の普及に繋がれば嬉しい，
と話していました。

２ページ，

温かいご支援ありがとうございます。

一般社団法人，生命保険協会 様より，今年度も広島県障害者陸上競技大会へご寄附をいただきました。視覚障
害者の選手が，使用するアイシェード，選手の待機や集合場所のテントを，購入させていただきました。
特に今年度はコロナ対策のため，密を防ぐ必要があり，テントが多く必要でした。残念ながら今年度も，直前で
感染者が増加し，やむを得ず大会は中止となってしまいました。来年度の大会より使用させていただきます。あ
りがとうございました。

次です。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 様より，広島県障害者スポーツ協会へ，ご寄附をいただきました。競
技用車いすの屋内，屋外兼用タイヤを購入させていただきました。通常のタイヤは屋内用となっており，屋外で
使用すると消耗が激しくなってしまいますが，このタイヤは屋外でも使用できるものとなっております。すでに
所有しておりますテニスしゃへ装着いたしました。ありがとうございました。寄贈式では，当協会の強化指定選
手で，あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に勤務されている しらまさ たくや 選手 も出席されました。

物品の貸し出しについて。
物品の貸し出しは会員様におこなっております。詳細につきましては，ホームページをご覧いただくか，事務局
までお問い合わせください。

次です。

ライオンズクラブ国際協会 さんさんろく C地区様より，障害者スポーツ普及，振興とうの理念にご賛同いただ
き，ご寄附をいただきました。4 月 11 日には，福山ニューキャッスルホテルにて寄贈式が行われ，山根会長よ
り感謝状を贈呈いたしました。いただいたご寄附は今後，障害者スポーツの支援などに役立てていきたいと思い
ます。



「一般社団法人 生命保険協会」様より，今年度も広島県障害者陸上競技大会へご寄附をいただきまし
た。視覚障がい者の選手が使用するアイシェード，選手の待機や集合場所のテントを購入させていただき
ました。特に今年度はコロナ対策のため，密を防ぐ必要があり，テントが多く必要でした。残念ながら今

年度も直前で感染者が増加し，やむを得ず大会
は中止となってしまいました。来年度の大会よ
り使用させていただきます。ありがとうござい
ました。

「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」様より，広島県障害者ス
ポーツ協会へご寄附をいただきました。競技用車いすの屋内・屋外兼用
タイヤを購入させていただきました。通常のタイヤは屋内用となって
おり，屋外で使用すると消耗が激しくなってしまいますが，このタイヤ
は屋外でも使用できるものとなっております。すでに所有しておりま
すテニス車へ装着いたしました。ありがとうございました。
寄贈式では，当協会の強化指定選手であいおいニッセイ同和損害保

険株式会社に勤務されている 白砂 匠庸 選手 も出席されました。

【物品の貸出について】物品の貸出は会員様に行っております。詳細に
つきましては，ホームページをご覧いただくか，事務局までお問い合わ
せください。

「ライオンズクラブ国際協会 336-C 地区」様より，障害者スポーツ普及・振
興等の理念にご賛同いただき，ご寄附をいただきました。4月 11日（日）に  

は福山ニューキャッスルホテルにて寄贈式が行われ，   
山根会長より感謝状を贈呈いたしました。いただいた
ご寄附は今後，障害者スポーツの支援等に役立ててい   
きたいと思います。

（屋内外対応の競技用車いすのタイヤ）

（左より事務局大中・土井長常務理事・横山様・白砂選手・丸子様）

（左より 池原 堅 様・山根会長）

（左：競技用アイシェード 右：簡易テント）

５月 17日（月）に平和公園で開催されたオリンピックの聖火リレーに当協会強化指定選手の 上村 勇
貴 選手，準強化指定選手の 大賀 康平 選手が参加しました。直前の感染者拡大により，公道でのリレー
は行われず，平和公園内でのトーチキスとなりました。

【上村選手の感想】今回，広島県に非常事態宣言が出
されている中でも聖火リレーに参加する事が出来て深
く感謝申し上げます。広島市の代表として、全国の知
的障がい陸上競技者の代表として，サンフレッチェの
森崎浩司さんに聖火をつなぎました。一生の思い出に
なり，選出された事を光栄に存じます。コロナによっ
て大会が中止や延期になっており，平和でないと安心
してスポーツは出来ないのだと実感する日々です。はや
くコロナが終息する事を願っております。

【大賀選手の感想】
1年前にオリンピックが延期になった時は，聖火リレーもなく
なってしまうのかと不安になりましたが，無事に参加できて安
心しました。「地元を走れなくて残念だね」と言われましたが，
開催されたことがとても嬉しかったです。ボランティアの方も
笑顔でずっとそばにいてくれました。トーチキスでは前後の人
としっかりポーズを決め最後まで楽しく行うことができまし
た。仲間や地域の方にトーチを手に取ってもらえるのがとて
も楽しみです。

当協会の強化指定選手の 白砂 匠庸 選手が陸上競技（やり投げ）で東京パラリン
ピックの出場が内定いたしました。これで当協会から東京パラリンピックへ出場す
るのはボッチャの古満選手に続いて２人目となっております。白砂選手の応援をよ
ろしくお願いいたします。東京パラリンピックは 8月 24日より開催されます。
詳しくは東京パラリンピックのホームページ等でご確認下さい。

当協会の強化指定選手の 江南 聖 選手（車椅子ソフトボール）が 8月
21日（金）から開催される東京パラリンピック聖火リレー広島県代表走
者として選ばれました。それに先立ち，5月 28日（金）オンラインにて
広島県の湯﨑知事と対談いたしました。
江南選手は「今回の聖火リレーをきっかけに
競技の普及に繋がれば嬉しい」と話していました。

（左：上村選手 右：サンフレッチェ広島森崎アンバサダー）

（トーチを持って記念撮影する上村選手）

（出場が内定した白砂選手）

（左：湯﨑知事 右：オンライン参加の江南選手）

3 ページ

オリンピック聖火リレーに，強化指定選手 2名が参加。
５月 17 日月曜日に，平和公園で開催されたオリンピックの聖火リレーに，当協会強化指定選手の うえむら ゆうき
選手，準強化指定選手の おおが こうへい 選手が参加しました。直前の感染者拡大により，公道でのリレーは行わ
れず，平和公園内でのトーチキスとなりました。

次です。
当協会の強化指定選手の しらまさ たくや 選手が陸上競技，やり投げ，で東京パラリンピックの出場が内定いたしま
した。これで当協会から，東京パラリンピックへ出場するのは，ボッチャのふるみつ選手に続いて２人目となっております。
しらまさ選手の応援をよろしくお願いいたします。東京パラリンピックは 8月 24 日より開催されます。

次です。
東京パラリンピック聖火リレー広島県知事表敬訪問。
当協会の強化指定選手の えなみ たかし選手，車椅子ソフトボールが，8 月 21 日金曜日から開催される，東京
パラリンピック聖火リレー広島県代表走者として選ばれました。それに先立ち，5 月 28 日金曜日にオンラインにて広島
県のゆざき知事と対談いたしました。えなみ選手は，今回の聖火リレーをきっかけに，競技の普及に繋がれば嬉しい，
と話していました。

２ページ，

温かいご支援ありがとうございます。

一般社団法人，生命保険協会 様より，今年度も広島県障害者陸上競技大会へご寄附をいただきました。視覚障
害者の選手が，使用するアイシェード，選手の待機や集合場所のテントを，購入させていただきました。
特に今年度はコロナ対策のため，密を防ぐ必要があり，テントが多く必要でした。残念ながら今年度も，直前で
感染者が増加し，やむを得ず大会は中止となってしまいました。来年度の大会より使用させていただきます。あ
りがとうございました。

次です。

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 様より，広島県障害者スポーツ協会へ，ご寄附をいただきました。競
技用車いすの屋内，屋外兼用タイヤを購入させていただきました。通常のタイヤは屋内用となっており，屋外で
使用すると消耗が激しくなってしまいますが，このタイヤは屋外でも使用できるものとなっております。すでに
所有しておりますテニスしゃへ装着いたしました。ありがとうございました。寄贈式では，当協会の強化指定選
手で，あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に勤務されている しらまさ たくや 選手 も出席されました。

物品の貸し出しについて。
物品の貸し出しは会員様におこなっております。詳細につきましては，ホームページをご覧いただくか，事務局
までお問い合わせください。

次です。

ライオンズクラブ国際協会 さんさんろく C地区様より，障害者スポーツ普及，振興とうの理念にご賛同いただ
き，ご寄附をいただきました。4 月 11 日には，福山ニューキャッスルホテルにて寄贈式が行われ，山根会長よ
り感謝状を贈呈いたしました。いただいたご寄附は今後，障害者スポーツの支援などに役立てていきたいと思い
ます。



第 21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」の広島県代表選手が決定いたしました。
今大会より，重度の身体障がい者も出場できるようにと「ボッチャ競技」が追加となりました。19 回の茨

城大会は悪天候により中止，20 回の鹿児島大会は新型コロナウイルスの影響により延期となり 2 年連続開催
されておりません。今年は感染対策のもと安全に開催されることを祈っております。
広島県選手団は個人競技 33 名，団体競技 12 名の計 45 名の選手が参加いたします。団体競技の車いすバ

スケットボールは初参加です。大会は 10月 23日（土）～25日（月）までの 3日間行われます。応援よろし
くお願いします。

   

〈個人競技〉 （身体） （知的） （精神） 〈団体競技〉 （身体）

陸 上

青木 涼
白砂 匠庸
永谷 拓海
沖原 悠太郎
高垣 貞夫
福村 厚司
毛利 マサオ

和田 大地
井上 なおみ
鴉越 太心
山内 政範
坪井 勇誠
古川 幸
山本 たつや

車いす
バスケット
ボール

向山 義樹

谷口 直彦

吉田 敬

越智 高士

中川 昌紀

清山 洋一郎

林 誠

山肩 朋之

濱本 雄貴

村上 司

岩見 瑠海

松田 京介

水 泳
濱田 浩之
関川 章子

阿慈谷 竜士
大賀 康平

卓 球
渡辺 盛太
本村 聖一

吉岡 成実
光永 あかり

中渡瀬 陽一

フライングディスク
山持 信昭
平山 貴博

吉原 陸
田中 佑

アーチェリー 渡邊 大輔

ボウリング
中田 雅之
森 日奈野

ボッチャ
江種 佑輔
矢田 望
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広島県障害者スポーツ協会
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新競技のボッチャとは？？
重度脳性マヒ者の競技としてヨーロッパで開発された，カローリングやペタンクなどとルールがよく
似たスポーツです。リオパラリンピックでは火ノ玉ジャパンチームが銀メダルを獲得して以降，注
目のパラスポーツです。障がいの有無や老若男女問わず誰でも一緒にできるスポーツです！
全国障害者スポーツ大会では重度の障がい者が負担なく競技できる独特の規則を設けてい
ます。2人 1組（座位と立位のペア）で戦います。

●ご入会ありがとうございました

  （敬称略，５０音順）

※令和 3年 7月 4日～令和 3年 7月 31日までに新規登録の個人・団体を掲載しています。

※氏名の掲載を希望されない方のお名前は控えさせていただいております。今回お名前を掲載した方で今後，掲載を希望されない方は，

お手数ですが事務局までご連絡ください。

 

個      人
<特別会員> <賛助会員>
三宅 仁志 尾﨑 雄祐

◇ 発  行 ◇
＜一般社団法人広島県障害者スポーツ協会事務局＞
〒739-0036 広島県東広島市西条町田口 295-3

スポーツ交流センター内
Tel 082-426-3333 Fax 082-425-6789
Mail hiroshima-psa@vesta.ocn.ne.jp

URL http://www.hpsa.info/

～ 編集後記 ～
やはり，オリンピックが気になるので，連日色んな
競技をテレビ観戦しています。時差の関係で夜中に
見るなんてことがないのが自国開催のいいところ
ですね！もうすぐパラリンピックが始まります。当
協会の強化指定選手だけでなく，広島県ゆかりの選
手もたくさん出場されます。パラリンピックもみど
ころたくさんです！応援しましょう！（鈴木）

行 事 予 定

■令和 3年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
日時：令和 4年 1月 8日～10日（全 3日間）場所：スポーツ交流センターおりづる

※令和 3年 7月 31日現在の予定です。今後，体験会・イベント等を追加予定です。随時，ホームページにも掲載します。

■第 26回広島県障害者卓球大会（身体障害者の部）
日時：令和 3年 10月 17日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

■第２回広島県障害者ボッチャ大会 兼
第 22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」広島県代表選手選考会
日時：令和 3年 11月 21日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

■スペシャルオリンピックス日本・広島大会 令和 3年 10月 24日（日）～11月 28日（日）

今年度の事務局メンバーです。よろしくお願いいたします。

。。

大江
お お え

健
けん
一郎
いちろ う 大中

おおなか
基
も と
道
みち

鈴木
す ず き

裕子
ゆ う こ

■第 25回広島県障害者卓球大会（知的障害者・精神障害者の部）
日時：令和 4年 2月 27日（日）場所：スポーツ交流センターおりづる

※後援をご希望の方は事務局までご連絡ください。

（敬称略，５０音順）

広島県障害者スポーツ協会，広報誌，第二十号

１ページ

第 21回，全国障害者スポーツ大会，三重，とこわか大会，の広島県代表選手が，決定いたしました。
こん大会より，重度の身体障がい者も出場できるようにと，ボッチャ競技，が追加となりました。
広島県選手団は，個人競技 33名，団体競技 12名の，計 45名の選手が参加いたします。
団体競技の車いすバスケットボールは初参加です，大会は 10 月 23 日土曜日から 25 日月曜日までの 3 日間
行われます。応援よろしくお願いします

陸上
あおき りょう，しらまさ たくや，ながたに たくみ，おきはら ゆうたろう，たかがき さだお，ふくむ
ら あつし，わだ だいち，いのうえ なおみ，からすご たいしん，やまうち まさのり，つぼい ゆうせ
い，ふるかわ ゆき，やまもと たつや。

水泳
はまだ ひろゆき，せきがわ あきこ，あじたに りゅうじ，おおが こうへい。

卓球
わたなべ せいた，もとむら せいいち，よしおか しげざね，みつなが あかり，なかわたせ よういち。

フライングディスク
やまじ のぶあき，ひらやま たかひろ，よしはら りく，たなか ゆう。

あーちぇりー
わたなべ だいすけ。

ぼうりんぐ
なかた まさゆき，もり ひなの。

ぼっちゃ
えぐさ ゆうすけ，やだ のぞみ。

車いすバスケットボール
むかいやま よしき，たにぐち なおひこ，よしだ たかし，おち たかし，なかがわ まさき，きよやま よ
ういちろう，はやし まこと，やまがた ともゆき，はまもと ゆうき，むらかみ つかさ，いわみ るい，
まつだ きょうすけ。

4 ページ。

次です。行事予定です。

主催事業。
第２回広島県障害者ボッチャ大会，兼，第 22 回，全国障害者スポーツ大会，いちごいちえとちぎ大会，広島県
代表選手選考会，日時，令和 3年 11月 21 日日曜日，場所，スポーツ交流センターおりづる
令和 3 年度，初級障害者スポーツ指導員養成講習会，日時，令和 4 ねん 1 月 8 日から 10 日，全 3 日間，
場

所，スポーツ交流センターおりづる

共催事業。
第 26 回，広島県障害者卓球大会，身体障害者の部，日時，令和 3 年 10 月 17 日日曜日，場所，スポー
ツ交流センターおりづる
第25回，広島県障害者卓球大会，知的障害者，精神障害者の部，日時，令和4ねん2月27日日曜日，
場所，スポーツ交流センターおりづる

後援事業
スペシャルオリンピックス日本，広島大会，令和 3年 10月 24 日日曜日から 11 月 28 日日曜日

次です。
今年度の事務局メンバーです。よろしくお願いいたします。
おおえ けんいちろう，すずき ゆうこ，おおなか もとみち，

記事は以上です。

発行，一般社団法人広島県障害者スポーツ協会。
電話，０ ８ ２， ４ ２ ６， ３ ３ ３ ３。
ファックス，０ ８ ２ ，４ ２ ５，６ 7 ８ ９。


