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第１８回全国障害者スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」
平成３０年１０月１３日（土）から１５日（月）までの３日間，第１８回全国障害者スポーツ大会

が福井県内各地において開催されました。

本県からは，会沢 隆典 団長（茨城県聴覚障害者協会会長）のもと，選手５１名，役員４１名の

総勢９２名が参加しました。

本県選手団は，金２４個，銀２０個，銅８個の合計５２個のメダルを獲得しました。

（関連記事５ページ掲載）

記念撮影（福井県営陸上競技場）

４×１００m リレー（陸上競技）市川選手（アーチェリー） 市村選手（ＳＴＴ）
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平成３０年５月２７日（日），６月２日（土）及び６月３日（日）に笠松運動公園他２会場

いて第 20 回茨城県ゆうあいスポーツ大会を開催いたしました。

この大会は，障害者スポーツの振興を図り，県民の心身障害児者に対する理解と認識を深めること

を目的に毎年開催されています。大会では，陸上競技やサッカーなど合計１０競技のほか，お菓子取

り徒競走や絵合わせゲームなどのレクリエーション競技が行われ，大会は大いに盛り上がりました。

また，同時開催された「スポーツ教室」では，参加者や一般来場者の方も一緒になって，ボッチャ

等のスポーツを楽しみました。

競技会
個人競技は，男女別・年齢別（少年の部，青年の部，壮年の部）

に行われ，１０月に開催された「第１８回全国障害者スポーツ大会

（福井しあわせ元気大会）」（知的障害部門）の選考会を兼ねて開

催いたしました。

また，団体競技は，２０１９年１０月に開催される「第１９回全

国障害者スポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会）」関東ブロック地

区予選会の選考会を兼ねており，熱戦が繰り広げられました。

競 技 競技内容 参加人数

陸上競技

トラック競技６種目

（50ｍ走，100ｍ走，200ｍ走，400ｍ走，800ｍ走，1500ｍ走）

フィールド競技５種目

（走幅跳，立幅跳，走高跳，ソフトボール投，ジャベリックスロー）

２５４名

水泳 自由形，平泳ぎ，背泳ぎ，バタフライ（各種目 25ｍ，50ｍ） 6８名

卓球 「少年」「青年」「壮年」の部とも男女別にリーグ戦及びトーナメント戦 ６４名

フライングディスク
アキュラシー：「少年」「青年」「壮年」の部ごと男女混合

ディスタンス：「少年」「青年」「壮年」の部ごと男女別
２０８名

ボウリング 「少年」「青年」「壮年」の部ごと男女別 １２７名

バスケットボール 男女別にトーナメント戦（男子４チーム，女子２チーム参加） ４１名

ソフトボール リーグ戦（２チーム参加） ３０名

バレーボール 男女別にリーグ戦（男子２チーム，女子２チーム参加） ３３名

サッカー トーナメント戦（８チーム参加） １２８名

フットベースボール トーナメント戦（２チーム参加） １５名

レクリエーション競技 個人：２種目，団体：４種目 １，５８５名

合計 ２，５５３名

レクリエーション競技
レクリエーション競技では，施設や特別支援学校，市町村等８２団体

が，赤組，青組，白組，黄組に分かれて，交流を深めながら楽しく各種

目に参加しました。

第一種目では，大井川 和彦 茨城県知事と参加者が絵合わせゲーム

をおこない，会場にはたくさんの笑い声が響き，楽しく競技がおこなわ

れました。

みんなで運ぼう宝箱

福祉の店コーナー

多くの人が友情の輪を広げる交流の

場として，会場内に福祉の店が設置さ

れ，選手や来園した方が楽しいひとと

きを過ごしました。また，ボランティ

アとして（株）幸和義肢研究所による

車いす等の無償修理サービスが行われ

ました。

パンダ・ゴリラ・カエルぴったんこ

第 20 回茨城県ゆうあいスポーツ大会

ソフトボール

にお
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卓球バレーボール

「第１８回全国障害者スポーツ大会（福井しあわせ元気大会）」に向け 関東ブロック

地区予選会大会が関東各地でおこなわれました。茨城県チームは，バスケットボール（知的・男女別），

車椅子バスケットボール（肢体・男女混合），ソフトボール（知的・男女混合），バレーボール（知的・

男女別，聴覚・男女別，精神・男女混合），サッカー（知的・男女混合），フットベースボール（知的・

男女混合），グランドソフトボール（視覚・男女混合）の７競技に参加ました。

　平成３０年６月２３日（土）笠松運動公園体育館で，第１５回茨城県精神障害者スポーツ大会（バレ

ーボール）を開催しました。総勢１０チーム１０４名の選手が出場し，熱戦の末，「アップルハウス」

が優勝し，関東ブロック予選会への出場権を獲得しました。

　また，平成３０年９月２３日（日）に笠松運動公園体育館において，県では初めてとなる精神障害者

スポーツ大会の卓球競技部門を開催しました。卓球競技は，「第１９回全国障害者スポーツ大会（いき
いき茨城ゆめ大会）」から正式競技として導入されます。

第１５回茨城県精神障害者スポーツ大会

第１第１８回全国障害者スポーツ大会 団体競技関東ブロック地区予選会

バレーボール（知的女子） バレーボール（知的男子） 

サッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競 技 種 目 成 績 

バスケットボール（知的男子） １回戦敗退  

バスケットボール（知的女子） 第 ３ 位 

バレーボール（知的男子） 第 ２ 位 

バレーボール（知的女子） 第 ４ 位 

ソフトボール 第 ４ 位 

フットベースボール １回戦敗退 

サッカー 第 ４ 位 

車椅子バスケットボール １回戦敗退 

バレーボール（聴覚男子） １回戦敗退 

バレーボール（聴覚女子） １回戦敗退 

グランドソフトボール ２回戦敗退 

バレーボール（精神） ２回戦敗退 

ソフトボール 

バレーボール（精神） 車いすバスケットボール  バスケットボール（男子） バスケットボール（女子） 

バレーボール（聴覚男子） 

フットベースボール 

バレーボール（聴覚女子） 

グランドソフトボール 
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 「第１９回全国障害者スポーツ大会（いきいき茨城ゆめ大会）」に向けた正式競技の練習会を開催

し，２０１９年１月末現在で，合計１５１回，延べ人数２,３８８人が参加しました。今後も茨城大会

に向けて，更に選手育成・強化を進めていきます！ 

 また，障害者スポーツの普及・振興を目的としたスポーツ教室を計７回開催し，参加人数は４６８

人でした。（２０１９年１月末現在）スポーツ教室は県内各地で開催しており，どなたでも参加でき

ますので，お近くで開催の場合はぜひ参加してください！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 平成３０年９月２３日（日）に，笠松運動公園他１会場にて，第５６回茨城県身体障害者スポーツ大会

を開催しました。この大会は，県内の身体障害者が，スポーツを通じて機能の回復等を図るとともに，県

民の身体障害者に対する理解と理解と認識を深めることを目的としています。 

 大会当日は天候にも恵まれ，陸上競技，水泳，アーチェリー，卓球，サウンドテーブルテニス，フライ

ングディスクの競技に３９７名の選手をはじめ，ボランティア，大会関係者，支援者など，多くの方々に

参加していただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害別参加人数 

肢体不自由 ２４４名 
男子 １６４名 

女子 ８０名 

視覚障害 ６３名 
男子 ４２名 

女子 ２１名 

聴覚障害 ８６名 
男子 ５３名 

女子 ３３名 

内部障害 ４名 
男子 １名 

女子 ３名 

合計 ３９７名 
男子 ２６０名 

女子 １３７名 

競技別参加人数 

陸上競技 ２６３名 

水泳 １８名 

アーチェリー ４名 

卓球 ４６名 

サウンドテーブルテニス ５名 

フライングディスク ６１名 

合計 ３９７名 

第１ 第１９回全国障害者スポーツ大会 選手育成・強化事業  

第１ 第５６回茨城県身体障害者スポーツ大会 

体験教室（卓球バレー） 強化練習会（陸上競技） 強化練習会（ボウリング） 

陸上（スラローム） 水泳 

卓球 サウンドテーブルテニス 

アーチェリー フライングディスク 
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競技種目 金メダル 銀メダル 銅メダル 計

陸上競技 １４ ７ ４ ２５

水泳 ４ ６ １ １１

アーチェリー — — — —

卓球（ＳＴＴ含む） ３ ４ — ７

フライングディスク ３ ２ ３ ８

ボウリング — １ — １

合計 ２４ ２０ ８ ５２

本県選手団獲得メダル数

開会式（福井県営陸上競技場）

第１８回全国障害者スポーツ大会（福井しあわせ元気大会）

開会式では，旗手の 三浦 雄紀 選手（陸上競技）を先頭に入場行進をおこないました。本県選

手は，陸上競技・水泳・アーチェリー・卓球（ＳＴＴ含む）・フライングディスク・ボウリングの６競

技に出場し，それぞれの選手が持てる力を発揮しました。

結団式

平成３０年９月２６日（水）茨城県庁舎２階

県民ホールにおいて結団式がおこなわれました。

山岡 恒夫 茨城県議会議長をはじめ，

荻津 和良 茨城県身体障害者福祉団体連合会

会長，住田 福祉 茨城県心身障害者福祉協会

会長が激励の祝辞を述べられました。

リレーチーム（水泳） 森末選手（ボウリング）

大会

枝選手（卓球）

金川選手（フライングディスク） 小中選手（陸上競技）入場行進（開会式）

記念撮影（茨城県選手団）
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障害者の福祉の向上と県民の障害者に対する理解と認識を深めることを目的として，障害者週間に

合わせ，平成３０年１２月６日（木）から１０日（月）の５日間にわたり，茨城県立県民文化センタ

ーで，障害者による音楽やダンス等の発表，絵画や陶芸等の作品展示を開催しました。

（障害者週間１２月３日から９日まで）

発表会（一般の部）

１２月８日（土）に大ホールで開催しました発表会では，在宅・

施設・一般団体の皆さん９団体１６１名が出演し，演奏やダンス・

合唱などを披露しました。今年度は「第１９回全国障害者スポーツ

大会（いきいき茨城ゆめ大会）」のイメージソングを担当する磯山

純 氏と，マスコットキャラクターの「いばラッキー」が登場し，

歌とダンスのステージで同大会をＰＲしました。また，似顔絵の体

験教室や障害者スポーツ体験コーナーなどの体験教室をはじめ，

ご当地キャラクターが集合し，多くの来場者でにぎわいをみせてい

ました。

出演団体 演目

堀川保育園
日本太鼓

「ダンシング・ヒーロー」他

慈光学園ダンスクラブ
ダンス

「およげたいやきくん」他

磯山 純
歌唱

「そして未来へ」他

ピアノブリランテ
ピアノ独奏

「ゆかいな鍛冶屋」他

鹿島の里デイケア
ダンス

「パーリーシェル」他

茨城福祉工場

はにぃ＆ふらっしゅ

＆とっつぁんおじさん

ウクレレ弾き語り

「負けないで」他

ＮＰＯ法人 宙の会「創」 ダンス

やまびこ作業所ぐれーぷ
手話歌

「さんぽ」他

上の原学園

サポートセンター樹々

ダンス

「Ｙ・Ｍ・Ｃ・Ａ」他

宙の会「創」

堀川保育園

第１６回茨城県ゆうあいスポーツ大会ナイスハートふれあいフェスティバル２０１８（一般の部）
「笑顔いっぱい！ハートいっぱい！いきいき茨城！」

磯山 純 氏

フィナーレ

感動のフィナーレでは，発表者がステージ上で参加者とと

もに当フェスティバル応援ソング「あきらめないで」を熱唱

し，会場が一体となった感動的なステージになりました。

この応援ソング「あきらめないで」は，沼田 隆正 氏と

スマイルハウス，茨城県心身障害者福祉協会のご協力により

制作されたものです。

上の原学園 サポートセンター樹々



最優秀賞 書道の部
ＮＰＯ法人 ピコット さん

冷凍ケーキ寄贈

１２月８日（土）の開会式では，株式会社 ＡＤＥＫＡ
ア デ カ

鹿島工場の近藤 裕昭 工場長から

３，０００個のケーキが寄付されました。

作品販売（１２月７日（金）：３団体 １２月８日（土）：２９団体）

１２月８日（土）に大ホールロビー及び中庭で開催した作品販売には，障害者施設，作業所等２

８団体の出品がありました。店先には，障害者が栽培した野菜，手作りのパンや菓子類，手芸品や

木工品等が所狭しと並べられ，多くの来場者と各施設の活気ある呼び込みの声で賑わっていました。

地域における障害者スポーツの指導者養成を目的として，２

０１９年２月９日（土），１０日（日），１１日（月／祝）の３

日間茨城県立あすなろの郷を会場に，障がい者スポーツ指導者

養成講習会（初級障がい者スポーツ指導員）が開催されました。

受講者は「障がい者福祉施策と障がい者スポーツ」をはじめ

とする１８時間の講義と実技の研修を受け，４４名の方が修了

されました。

ナイスハート美術展（一般の部）

１２月６日（木）から１０日（月）までの５日間，集会室においてナイスハート美術展が開催

されました。絵画，書道，写真，陶芸・工芸の４つの部門で，計３９５点の作品を展示しました。

なお，今回出展された作品から３２点が知事賞（最優秀賞，優秀賞，特別賞）・茨城県身体障害

者福祉団体連合会会長賞，茨城県心身障害者福祉協会会長賞，茨城県精神保健福祉会連合会会長

賞を受賞し，代表者４名が１２月８日（土）の開会式で賞状を授与されました。

また，入賞作品については，２０１９年１月２３日（水）～２９日（火）鹿嶋勤労文化会館，

１月３０日（水）～２月３日（日）スピカビル（筑西市コミュニティプラザ）において展示しま

した。

▲最優秀賞 絵画の部

櫻井 敏幸 さん

第１６回茨城県ゆうあいスポーツ大会平成３０年度障がい者スポーツ指導者養成講習会

▼最優秀賞 陶芸・工芸の部

福田 三恵子 さん

▲最優秀賞 写真の部

会田 彩佳 さん

▼最優秀賞 書道の部

ＮＰＯ法人

ピコット の皆さん

作品販売（休憩所）作品販売（中庭） 作品販売（ホール内ロビー）
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■第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」
※２０１９年度は，第１９回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」の開催に伴い，県大

会の実施方法が例年と異なります。

なお，ゆうあいスポーツ大会レクリエーション競技は行いませんので，ご注意ください。

期 日 リハーサル大会：２０１９年 ５月２５日（土）～ ５月２６日（日）

本大会：２０１９年１０月１２日（土）～１０月１４日（月／祝）

各競技開催場所

競技名 会場 リハーサル大会開催日

陸上競技（身体・知的） 笠松運動公園陸上競技場

５月２６日（日）

水泳（身体・知的） 笠松運動公園屋内水泳プール

アーチェリー（身体） 茎崎運動公園多目的広場

卓球（身体・知的・精神）
【サウンドテーブルテニスを含む】

日立市池の川さくらアリーナ

フライングディスク（身体・知的） ケーズデンキスタジアム水戸

ボウリング（知的） フジ取手ボウル

バスケットボール（知的） アダストリアみとアリーナ
５月２５日（土）

～２６日（日）
車いすバスケットボール（身体） つくばカピオ，桜総合体育館

ソフトボール（知的） 山吹運動公園野球場

グランドソフトボール（身体） 里美運動公園多目的スポーツ広場
５月２６日（日）

フットベースボール（知的） 山吹運動公園運動広場

バレーボール（身体） ひたちなか市総合運動公園総合体育館

５月２５日（土）

～２６日（日）

バレーボール（知的） かなくぼ総合体育館

バレーボール（精神） 松戸体育館

サッカー（知的）
ひたちなか市総合運動公園

陸上競技場及びスポーツ広場

※リハーサル大会個人競技は，県障害者スポーツ大会を兼ね，第１９回全国障害者スポーツ大会「い

きいき茨城ゆめ大会」に出場する茨城県代表の選手を選考します。

※リハーサル大会団体競技（グランドソフトボールを除く）は，第１９回全国障害者スポーツ大会「い

きいき茨城ゆめ大会」の関東ブロック予選会を兼ねます。

■ナイスハートふれあいフェスティバル２０１９（一般の部）（予定）

発表会：２０１９年１２月７日（土） 入場無料

※作品販売，模擬店などを同日開催予定。

美術展：２０１９年１２月５日（木）～９日（月） 入場無料

会 場：茨城県立県民文化センター 水戸市千波町東久保６９７

第１６回茨城県ゆうあいスポーツ大会
２０１９年度県内障害者スポーツ大会のお知らせ

第１６回茨城県ゆうあいスポーツ大会
ナイスハートフェスティバル２０１９のお知らせ


