
来年，広島県で開催される『2022 年第 8 回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・
広島』の大会副会長に当協会の山根会長が就任いたしました。
この大会は，2022年 11月 4日（金）～６日（日）の 3日間に渡り開催され，全国 47都道府県から

約 900名のアスリートが広島に集結します。また，2023 年にベルリンで開催される「スペシャルオリ
ンピックス夏季世界大会」の日本選手団国内選考を兼ねています。
４月 20日（火）にはおりづるタワーでの大会開催記者発表，10月 14日（木）には公益財団法人スペ
シャルオリンピックス日本の有森 裕子 理事長（大会会長）が来広され，山根会長と対談を行いました。
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広島県障害者スポーツ協会広島県障害者スポーツ協会広島県障害者スポーツ協会

10月 23日（土）～25日（月）で開催予定だった『第
21 回全国障害者スポーツ大会（三重とこわか大会）』が
新型コロナウイルス感染症の影響により今年も残念ながら
中止になりました。今年こそは！
と思いましたが…仕方ないです
ね。来年こそ開催されることを
願います。三重県より広島県
選手団の応援旗をいただきま
したので，展示して，利用者
の皆さまに見ていただきました。

今年も・・・

県内のスポーツ推進委員が身近な地域で，障害者にも指
導・支援が行えるよう研修会を開催しました。研修会後に
は地域でのイベントで障害者スポーツの体験ブースを設置
し，委員の皆さんで運営をしていただきます。しっかりと感染
対策を行ったうえで，廿日市市と世羅町で開催しました。
                         引き続き，このよう
                         な研修会を続けて
                         いきたいと思いま

す。お気軽にお問
合せ下さい。

（写真：世羅町での様子）

（写真：おりづるタワーでの大会開催記者発表の様子） （写真：左から崔 希美大会実行委員長，山根会長，有森 裕子大会会長）

         今年も広島で J-STARプロジェクト開催！
         公益財団法人日本パラスポーツ協会が主催する『ジャパン・ライジングスター・プ

ロジェクト』が広島で開催されます。詳しくは公式ホームページをご確認下さい。

●ご入会ありがとうございました。

（敬称略，５０音順）

※令和 3年８月 1日～令和３年 10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。
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スポーツ交流センター内
Tel 082-426-3333 Fax 082-425-6789
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～ あとがき ～
東京パラリンピックも無事終了しました。個人的に
は楽しみだったので，色んな競技を録画しました。
そろそろ整理しないと HDD がいっぱいです    車
いすバスケットボールの鳥海 連志 選手のプレー
に魅了されたので，推し決定です（笑）（鈴木）

■令和 3年度第 5回広島県特別支援学校スポーツ交流会 令和３年 12月 25日（土）
場所：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）

■広島県障害者卓球大会（知的・精神障害者の部） 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※全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」選考

■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～11月 28日（日）

※令和 3年 11月 15日現在の予定です。予定は変更になることもあります。体験会・イベント等随時，ホームページにも掲載します。

■第 2回広島県障害者ボッチャ競技大会  令和３年 11月 21日（日）
兼第 23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
場所：スポーツ交流センターおりづる
■令和 3年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 令和４年 1月 8日（土）～10日（日）
場所：スポーツ交流センターおりづる（一部オンライン講義） 〆切：11月 26日（金）

令和元年１月１８日１９日 ２月１日・２日
会場：スポーツ交流センターおりづる（東広島）※すべて申込みは締め切っています。

■ジャパン・ライジングスター・プロジェクト 中国・四国ブロック（広島会場）
令和４年１月 23日（日） 場所：スポーツ交流センターおりづる 〆切：12月 16日（木）

東京パラリンピックで選手が着用したものと
同じユニフォームを期間限定で

展示中です！
（特集があまりにも充実しすぎてはみ出しちゃいました…笑）
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新型コロナウイルスの影響で 1年延期となった東京 2020パラリンピックが 8月 24日～9月 5日に
開催されました。日本で開催されたこともあり，大変多くの方にパラスポーツを知っていただけたのでは
ないかと思います。広島県ゆかりの選手の出場，メキシコ選手団の合宿や聖火リレーなど特集として一気
にお見せします！
【広島県ゆかりのパラリンピック出場選手】

８月 15日（日）おりづるタワーにて東京 2020パラリンピック聖火フェ
スティバルが開催されました。各市町，特別支援学校，障害
者スポーツ競技団体及びメキシコパラリンピック選手団が採
火した日を１つにし，東京へ送り出しました。競技団体代表は
車いすバスケットボールの岩見 瑠海 選手，東京へは強化指定
選手の江南 聖選手が聖火ランナーとして参加しました。

氏 名 出 場 競 技 氏 名 出 場 競 技

白砂 匠庸 陸上 田口 侑治 ゴールボール

古満 渉 ボッチャ 西岡 利拡 ボート

今井 航一 カヌー 佐々木 大輔 射撃

川本 翔大 自転車 渡邊 裕介 射撃

寺西 一 5人制サッカー 円尾 敦子 トライアスロン

高橋 利恵子 ゴールボール 長谷川 勇基 車いすラグビー

ゴールボール（女子）

高橋 利恵子 選手

銅メダル獲得！

車いすラグビー

長谷川 勇基 選手

銅メダル獲得！

8月 4日（水）に陸上の白砂選手，ボッチャの古満選手，
ボートの西岡選手が湯﨑広島県知事をオンラインで表敬訪
問しました。 当協会の山根会長も出席し，選手に激励の
言葉を送りました。湯﨑知事は「 世界中の皆様に，チャレン

ジ精神のある感動
的なプレーを見せてく
ださい。」とエールを
送りました。陸上の
白砂選手は「初めて
の大会で緊張してい
るが，感動を与えら
れる投てきができたら
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パラリンピック開催直前の 8月 9日（月）～21日（土）ま
でパラリンピックメキシコ選手団が広島市と府中市で直前の合
宿を行いました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で練習の
様子は残念ながら非公開で行われました。広島市では陸上と
水泳，府中市では卓球とボッチャが行われました。府中市で
は地元の中学生から折り鶴で作ったレイをプレゼントしました。
感染対策で直接手
渡しなどはできません
でしたが，選手はとて
も喜んでいました。広
島市では最終日に関
係者だけでの壮行会
を行いました。（写真：左:山根会長 右：湯﨑知事） （写真：ボッチャのサンチェス選手）

（写真：採火した日をトーチへ移す様子）

        

今回の東京パラリンピックでは，選手としてだけで
なく，聖火リレーや医療スタッフとしても広島県から
たくさんの方が参加しています。今回は２名の方に
感想をいただきました。

この度，tokyo2020パラリンピックに F46 クラスやり投げに出場し 58m35cm
6位入賞となりました。応援して頂いた皆さんありがとうございました。初めて出場
したパラリンピックの舞台を楽しむ事ができ，今の自分が持てる最高のパフォーマ
ンスを発揮する事ができたと思います。また，今回の大会は過去の大会に比べ
ハイレベルな試合になり，世界記録も更新され，世界のレベルを一層感じる事
ができました。自分も更なる高みを目指して次の目標となる３年後のパリパラリン
ピックに向け，まずは来年開催される神戸での世界パラ陸上選手権大会に向けて練習に精進していきたいと思います。

強化指定選手

陸上 F46やり投げ 白砂
しらまさ

匠
たく

庸
や

選手

（写真：本人提供）

もともと私がボッチャを始めたきっけの一つは自国で開催されるパラリンピックに出場したい
という思いからでした。今回の大会では，コロナ禍という特殊な状況のなかでの開催とな
りましたが，最後まで開催にご尽力いただきました皆様、そして日頃から私と一緒にパ
ラ出場という目標に向かい，サポートいただきました皆様のご支援があったからこそパラ
リンピックという夢舞台に立つことが出来ました。私が出場したペア BC4 では，メダルを
獲得することはできませんでしたが，パラリンピックという大舞台で 8位入賞を果たすこ
とが出来たのは自身としても記憶に残る大会となりまし，ボッチャだけでなくパラスポーツ
に関心が集まる機会になったかと思います。
また次のステージに向けて、一歩ずつ地道な努力を続けていきたいと思います。ご声援ありがとうございました。

強化指定選手

ボッチャ CP4ペア 古満
ふるみつ

渉
わたる

選手

（写真：本人提供）

この度、広島県の代表として聖火リ
レーに参加することができ，大変光
栄でした。今後，共生社会が進む
中，広島県で車椅子ソフトボール
をはじめ，パラスポーツの普及・発
展に繋がるような活動に携わってい
けたらと思います。

私は，東京 2020 でパラテコンドー
競技の医療スタッフ（理学療法士
）として活動させていただきました。
東京 2020 は新型コロナウイルス
の影響でこれまでに例を見ない大
会となりました。しかし，その中でも
同じ理学療法士スタッフ間でオンラ
イン講習会などを行い,当日を迎え
たことで理学療法士スタッフとして選
手に良いサービスを提供できた
のではないかと感じています。貴重な機会を下さった関係者の
皆様に感謝申し上げます。

東京パラリンピックに参加して

車椅子ソフトボール 江南
え な み

聖
たかし

選手

（写真：本人提供）

（写真：本人提供）

理学療法士
（中級障がい者スポーツ指導員）

有馬
あ り ま

知
さと
志
し
さん
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そろそろ整理しないと HDD がいっぱいです    車
いすバスケットボールの鳥海 連志 選手のプレー
に魅了されたので，推し決定です（笑）（鈴木）

■令和 3年度第 5回広島県特別支援学校スポーツ交流会 令和３年 12月 25日（土）
場所：広島県立総合体育館（広島グリーンアリーナ）
■広島県障害者卓球大会（知的・精神障害者の部） 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※全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」選考

■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～11月 28日（日）

※令和 3年 11月 15日現在の予定です。予定は変更になることもあります。体験会・イベント等随時，ホームページにも掲載します。

■第 2回広島県障害者ボッチャ競技大会  令和３年 11月 21日（日）
兼第 23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
場所：スポーツ交流センターおりづる
■令和 3年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会 令和４年 1月 8日（土）～10日（日）
場所：スポーツ交流センターおりづる（一部オンライン講義） 〆切：11月 26日（金）

令和元年１月１８日１９日 ２月１日・２日
会場：スポーツ交流センターおりづる（東広島）※すべて申込みは締め切っています。

■ジャパン・ライジングスター・プロジェクト 中国・四国ブロック（広島会場）
令和４年１月 23日（日） 場所：スポーツ交流センターおりづる 〆切：12月 16日（木）

ありがとうございました。

上田 英司  関川 章子

東京パラリンピックで選手が着用したものと
同じユニフォームを期間限定で

展示中です！です！
（特集があまりにも充実しすぎてはみ出しちゃいました…笑）
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