
１

ミコロ　ハコロⓒ 岡山県「ももっち」

＊岡山県障害者スポーツ協会だより＊

第46号　発行日■令和５年（2023年）1月

結団壮行式（JR岡山駅東口駅前広場）

令和４年10月29日（土）～31日（月）の３日間、栃木県各地の競技会場で第22回全国障害者スポーツ大会
が開催されました。岡山県からは、岡山県選手団45名（個人競技（５競技）23名、団体競技（２競技）22名）、
岡山市選手団として個人競技（５競技）15名の選手が出場しました。

大会期間中は、晴天に恵まれ、県・市選手団ともに日頃の成果を遺憾なく発揮し、個人競技では、多くの
メダルを獲得し、大会新記録も樹立しました。

団体競技では、ソフトボールで優勝、車いすバスケットボールは、第４位と健闘しました。
選手団の強化や派遣等に際しましては、関係団体、ボランティアの方々など、たいへん多くの皆様方から

ご支援・ご協力をいただきましたことをお礼申し上げます。

第22回全国障害者スポーツ大会

とちぎ国体・大会承認第1‒21号

【個人競技】
岡山県選手団

大会新記録 1
金メダル 16個
銀メダル 11個
銅メダル ４個
メダル計 31個

【個人競技】
岡山市選手団

金メダル 11個
銀メダル ６個
銅メダル ３個
メダル計 20個

【団体競技】
ソフトボール 車いすバスケットボール

優　勝 第４位

とちぎ国体・大会承認第1‒21号

【決意表明】

岡山市選手団岡山県選手団 ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」
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岡山県選手団　個人競技記録・結果
陸上競技 水泳
選手氏名 種　目 記　録 順位 選手氏名 種　目 記　録 順位

赤岩　　稔
1500m 5分51秒78 2

濵田　裕之
25m平泳ぎ 18秒83 1

ソフトボール投 50m13㎝ 1 25m自由形 15秒79 1

荒木　稜大
50ｍ 6秒90 1

小椋　真澄
25mバタフライ 27秒36 2

立幅跳 2m58㎝ 2 25m背泳ぎ 26秒95 2

兒山　　晃
ソフトボール投 54m34㎝ 4 卓球100ｍ 13秒94 2

間野　大太
1500m 4分34秒09 2 選手氏名 種　目 記　録 順位
800m 2分17秒58 1 古谷　京子 一般卓球 3点 1

宮田　賢二
1500m 6分21秒89 1 土井　優治 一般卓球 4点 1
50m 9秒45 1 中田　孝博 一般卓球 6点 1

髙橋　愛香
100ｍ 26秒72 3 フライングディスク200m 53秒23 3

加賀田翔斗
50m 6秒96 5 選手氏名 種　目 記　録 順位
400m 59秒83 1

宇野　豪太
アキュラシー ディスリート・ファイブ 2投 8

下河　英右
走幅跳 6m06㎝ 1 ディスタンス メンズ・シッテイング 14ｍ32㎝ 5
100m 12秒15 1

戸田　渉太
アキュラシー ディスリート・ファイブ 0投 8

三牧　大将
ジャベリックスロー 29m88㎝ 4 ディスタンス メンズ・シッテイング 19ｍ93㎝ 4
立幅跳 1m99㎝ 4

川部　一雅
アキュラシー ディスリート・ファイブ 9投 3

山本　凌大
50m 7秒07 6 ディスタンスメンズ・スタンディング 36ｍ08㎝ 5
立幅跳 2m38㎝ 4

山根　清志
アキュラシー ディスリート・セブン 8投 2

熊原弓叶里
1500m 5分21秒92 2 ディスタンスメンズ・スタンディング 43ｍ80㎝ 3
800m 2分34秒51 2

堀　　玲那
ソフトボール投 64m45㎝ 1（大会新） ボウリング走幅跳 4m58㎝ 2

堀　　玲那

4×100mリレー 51秒19 2

選手氏名 種　目 記　録 順位
加賀田翔斗 総毛　博之 ボウリング 684 1
山本　凌大 髙﨑　猛徳 ボウリング 764 1
下河　英右 記録は４ゲームトータルスコア

水　泳

陸　上

卓　球

陸上（4×100mリレー）

ボウリング

フライングディスク
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岡山市選手団　個人競技記録・結果
陸上競技 卓球
選手氏名 種　目 記　録 順位 選手氏名 種　目 記　録 順位

佐藤　秀祐
走高跳 1m70㎝ 1 塚崎　智宏 一般卓球 2点 3
50m 6秒97 1 中川さとみ 一般卓球 4点 1

野口　幸也
ジャベリックスロー 43m39㎝ 1 縄田　聖矢 一般卓球 4点 1
砲丸投 11m01㎝ 2

藤本　彩加
100m 23秒40 2 フライングディスク200m 43秒98 2

古市　翔也
800m 2分35秒96 6 選手氏名 種　目 記　録 順位
1500m 5分43秒22 8

中尾　秀典
アキュラシー ディスリート・ファイブ 10投 1

桑原　　楓
100m 12秒22 3 ディスタンスメンズ・スタンディング 49ｍ96㎝ 1
200m 25秒90 1

後藤　愛実
アキュラシー ディスリート・セブン 7 投 4

藤原　靖浩
50ｍ 7秒11 2 ディスタンスレディース・スタンディング 52ｍ45㎝ 1
立幅跳 2m30㎝ 2

宇野　友貴
アキュラシー ディスリート・ファイブ 7投 5

切封佑太郎
立幅跳 2m84㎝ 1 ディスタンスメンズ・スタンディング 42ｍ48㎝ 3
100m 13秒27 7

水泳 ボウリング
選手氏名 種　目 記　録 順位 選手氏名 種　目 記　録 順位

古田　　凪
25m自由形 14秒03 1 丸川　陽史 ボウリング 593 4
50m自由形 31秒25 2 記録は４ゲームトータルスコア

【開催会場】
競技名 開催地 会場名

陸上競技 宇都宮市 栃木県総合運動公園陸上競技場
水泳競技 宇都宮市 栃木県総合運動公園屋内水泳場
卓　　球 鹿沼市 鹿沼総合体育館

フライングディスク 栃木市 栃木市総合運動公園陸上競技場
ボウリング 足利市 足利スターレーン

水　泳

陸　上

卓　球

陸上（走高跳）

ボウリング

フライングディスク
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岡山県・岡山市選手団（個人競技）紹介
～全国大会を終えて～　荒木　稜大 選手（岡山県選手団）

～全国大会を終えて～　藤本　彩加 選手（岡山市選手団）

荒木　稜大 選手

藤本　彩加 選手

全国障害者スポーツ大会への参加は今回が初めてでしたが、とても楽しい時間を過ご
すことができました。

僕は50ｍ走と立幅跳に出場し1位と2位を取ることができました。これまでの練習の
成果を実らせることができ、とても嬉しかったです。来年は鹿児島で全国障害者スポー
ツ大会が開催されるそうなので来年も全国大会へ出場できるよう、これからもトレーニ
ングに励み、いろんな競技に挑戦してみようと思います。

私は、今回100mと200mに参加させていただきました。初参加で不安なことばかり
でしたが、コーチや介助をしてくださる方など、たくさんの支えがあり、楽しんで競技
をすることができました。また、同じ選手団の仲間たちや県外の選手と関わる中で、
それぞれの目標に向かって本気で頑張っている人たちがいるということを知り、刺激を
受けました。

これからも、来年に向けて日々の練習を大切にしていきたいと思います。貴重な経験
をさせていただきありがとうございました。

岡山県・岡山市FD選手団

岡山市陸上選手団

岡山県ボウリング選手団

岡山県・岡山市水泳選手団

岡山県陸上選手団
岡山市選手団入場行進岡山県選手団入場行進

岡山市ボウリング選手団

岡山県・岡山市卓球選手団
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～全国大会を終えて～　ソフトボールチーム　主将　太田　学

★ 団 体 競 技 結 果 ★
ソフトボール（大田原市：美原公園野球場）

選手氏名 成　　績
太田　　学 的場　司展 １回戦　岡山県　９－１　千葉県

大月佑一郎 久戸瀬悠斗 準決勝　岡山県　７－２　滋賀県

小倉　裕介 中谷　好博 決　勝　岡山県　７－０　愛知県

石井　　稔 中桐　勇滋
小野　広空 川上　桂二
大橋　悠也 水川　久嗣
小林　勇太 中原　滉士
楠木　悠一

とちぎ国体・大会承認第1‒21号

今回、コロナ禍の中開催された「第22回全国障害者スポーツ大会いちご一会とちぎ大会」ソフトボール
競技に出場しました。

岡山駅での結団壮行式で選手宣誓をしましたが、とても緊張しました。うまく言うことが出来、はきはきと
大きな声で宣誓することが出来ました。

ソフトボール競技においては、一回戦では千葉県と対戦。打線が爆発し、13安打９得点で勝利しました。
初めての全国大会の舞台で活躍し、チームに貢献出来、嬉しさを身体いっぱいに表していたチームメイトも
いました。準決勝、滋賀県との対戦では、毎回得点をし、打線好調で決勝に進出しました。　

翌日の決勝は愛知県と対戦。初回に本塁打で先制し、２回は４本の長打で４点を追加し、７対０で勝利を
収め、７大会ぶり９回目の全国優勝をしました。

全国大会の舞台で、不安な人や緊張する人もいましたが、全国大会に行くことが出来きなかったクラブのチーム
メイトの思いを背負いながら、チームは一致団結し、メンバー15人で勝ち取った金メダルです。

大会を支えて下さった運営担当者の方、ボランティア、サポーター、県の職員の方々にも大変お世話になり、
感謝の気持ちで一杯です。今回は、初めて主将を務めて、とてもいい経験となりました。来年に向けて、みんな
を引っ張って行くことができるように、頑張っていきたいと思います。

最後に、家族の皆さん、職場や学校の皆さん、地域の皆さんから沢山の応援をいただいたことに、チームを
代表してお礼申し上げます。今後とも、応援をよろしくお願いいたします。

【ソフトボールチーム優勝メンバー 】

７大会ぶり
９度目の優

勝
７大会ぶり

９度目の優
勝
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【一般ランナー】

【車いすランナー】

★ 団 体 競 技 結 果 ★
車いすバスケットボール（小山市：栃木県立県南体育館）

選手氏名 成　　績
小野　皓正 山田　和宏 １ 回 戦　岡山県　５２－３７　福岡県

蝶野涼太郎 丸山　晴輝 準 決 勝　岡山県　４３－５５　千葉市

塩田　理史 大本　将貴 ３位決定戦　岡山県　４６－４７　福島県

川崎　皓也

とちぎ国体・大会承認第1‒21号

大会連続出場！！
１回戦は、福岡県と対戦し初戦突破を果たしま

した。続く２回戦は、強豪千葉市と対戦し敗退。
３位決定戦では、福島県と対戦し一進一退の攻防
が続き、惜しくも僅差で敗れましたが、最後まで
諦めず粘り強い試合を魅せてくれました。

★矢掛町ボッチャ体験会★
令和４年11月22日（火）矢掛町農村環境改善センターにおいて、矢掛町社会福祉協議会主催のボッチャ

体験会が行われ、当協会は、競技の説明及び体験会での審判を行いました。
年齢や障害を問わず、お互いの理解を促進し、共に生きる社会づくりを目的とした取り組みです。
参加者は、一般町民、施設利用者、小学4年生の総勢約60名が参加されました。

第34回岡山吉備高原車いすふれあいロードレース
10月9日（日）に吉備高原都市で「第34

回吉備高原車いすふれあいロードレース」
が開催されました。県内外から多くの参加
者があり、車いす38名、一般730名の
幅広い年齢層の参加者がありました。

大会では、600余名のボランティアの
方々や地元住民の協力もあり吉備高原都市
一体となって大いに盛り上がりました。

また、今大会では、彬子女王殿下に大会
の御観戦と開会式への御臨席をいただきま
した。
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岡山県障害者スポーツ大会のお知らせ

ⓒ 岡山県「ももっち」

参加申込は
締め切り
ました。

身体→身体障害手帳の交付を受けた者
知的→療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者。または、前記施設等にかつて在籍し退所後

または卒業後おおむね２年程度の者※2
精神→精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障害のある者※3

・公開競技（ボウリング（ガーターレス））は行わない。 
・団体競技（バスケットボール、ソフトボール、バレーボール（精神）、フットソフトボール）については、要領を別途協議の上定めることとし、

３団体以上の申し込みがあった場合のみ開催することとする。

　【参加資格】
参加選手は、次の全ての条件を満たす者とする。
〇令和５年４月１日現在、１３歳以上の身体障害のある者、知的障害のある者及び精神障害のある者。
　（平成22年４月１日以前に生まれた者）
〇岡山県内に現住所を有する者。ただし、県外に現住所を有する者で、県内の特別支援学校に通学している者又は障害者支援施設等

を利用している者も参加することができる。

※2　知的障害（児）者福祉施設、特別支援学校、特別支援学級等にかつて在籍していたか、現在も在籍している者。
※3　自立支援医療（精神通院）受給者証を所持している者。

　【実施競技、大会期日及び会場（予定）】
競 技 名 開催期日 会  場

個
　
人

競

技

陸上競技(身体、知的) 5月7日（日） 岡山県陸上競技場（シティライトスタジアム）

水泳（身体、知的） 4月23日（日） 倉敷市児島地区公園水泳場（児島マリンプール）

アーチェリー（身体） 5月21日（日） 岡山県総合文化体育館弓道場

卓球（身体、知的、精神） 5月27日（土） きびじアリーナ

STT（身体） 5月27日（土） きびじアリーナ

フライングディスク（身体、知的、精神※1） 4月29日（土・祝） 岡山ドーム　※1　オープン参加とする。

ボウリング（知的） 5月28日（日） サンフラワーボウル

ボッチャ（身体） 5月27日（土） きびじアリーナ（サブアリーナ）

団
体
競
技

バスケットボール（知的） 調整中 調整中

ソフトボール（知的） 7月2日（日） 岡山ドーム（調整中）

バレーボール（精神） 5月21日（日） 岡山市総合文化体育館（調整中）

フットソフトボール（知的） 7月1日（土） 岡山ドーム（調整中）

公開
競技 車いすテニス（身体） 5月28日（日） 倉敷スポーツ公園（テニスコート）

令和５年度の第23回岡山県障害者スポーツ大会『輝いてキラリンピック』
は、岡山県・岡山市の合同で次のとおり開催します。

この大会は、障害のある人が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験すると
ともに、県民の障害に対する正しい理解と認識を深め、障害のある人の社会参
加を推進することを目的に開催します。

なお、この大会の個人競技の記録等は令和５年10月に鹿児島県で開催され
る特別全国障害者スポーツ大会『燃ゆる感動かごしま大会』への岡山県及び岡
山市派遣選手を選考する際の参考にします。

みなさんのご参加、ご声援をお待ちしています。
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令和４年度 岡山県障がい者スポーツ指導員（初級）養成講習会

講義風景

団　　体　　名 団　　体　　名 団　　体　　名
1 ㈱浅越機械製作所 15 岡山トヨタ自動車㈱ 29 玉野ライオンズクラブ

2 （一財）安全交通試験研究センター 16 ㈻加計学園 30 （医）天和会　松田病院

3 ㈲ウイルパワー 17 笠岡信用組合 31 東海電機㈱

4 MS中国㈱岡山支店 18 ㈻川崎学園 32 内海工業㈱

5 （公社）岡山県医師会 19 吉備信用金庫 33 ナカシマホールディングス㈱

6 （一社）岡山県銀行協会 20 （公財）大原記念倉敷中央医療機構 34 （一社）日本自動車販売協会連合会岡山県支部

7 岡山県経済団体連絡協議会 21 ㈱研美社 35 パナソニック吉備㈱

8 （一社）岡山県歯科医師会 22 ㈱サンラヴィアン 36 ヘレンピアノ教室

9 （公財）岡山県身体障害者福祉連合会 23 （公財）慈圭会 慈圭病院 37 マックスバリュ西日本㈱広島本社

10 岡山県信用金庫協会 24 ㈱仕事 38 丸五ゴム工業 ㈱

11 （一社）岡山県タクシー協会 25 柴田治療院 39 三国工業㈱

12 岡山県町村議会議長会 26 （一社）生命保険協会岡山県協会 40 モリマシナリー㈱

13 （一社）岡山県手をつなぐ育成会 27 タカヤ㈱ 41 ㈲ヤクシ

14 岡山県農業協同組合中央会 28 ㈱田中商会 42 ㈱山下体育社

令和４年10月現在

岡山県障害者スポーツ協会
〒700-0807　岡山市北区南方2-13-1　岡山県福祉相談センター内（1F）
TEL：086-235-4075　FAX：086-235-4088
E-mail  shouspo@okayama-shouspo.com

※大会や講習会の情報は、当協会ホームページをご覧下さい。
※視覚に障害のある方で、カセットテープ版またはデイジー版を希望される方は、当協会までご連絡ください。

　●ご支援ありがとうございます●

当協会では、障害者スポーツを振興するため、皆様からのご寄付・助成金を元に、講習会や普及
活動等、各種事業を行っています。ご寄付のお申し出についてはお気軽にお問い合わせください。

次の皆様から当協会にご寄付・助成金をいただきました。
心よりお礼申し上げます。

この機関誌は共同募金の配分金によって発行しています。

ⓒ 岡山県「ももっち」

ⓒ 岡山県「ももっち・うらっち」

障害のある人がスポーツを楽しむことを支援する、また障害者
スポーツの振興を支える人材である障害者スポーツ指導員（初級）の
養成講習会を開催しました。

今年度は、12月3日、10日、11日、18日の4日間、講義・実
施などの日程を終了し、20名が（公財）日本パラスポーツ協会公認
初級障害者スポーツ指導員の申請資格を取得しました。今後の活動
を期待しています。

この講習会は来年度も同時期に行う予定です。

岡山県障害者スポーツ協会 　検索


