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第9‐m‐金‐鰯障‐書‐奮‐R‐N‐囃 武会
「

トキ
ー
め||き1新潟大 1会1

平成 21年 10月 10日 (土)か ら3日 間新潟県新潟市を中心に 「トキはなて、君の力を、大空へ」

のスローガンのもと盛大に開催され、本県から選手・役員 60名が個人競技 6競技に参加 しました。

本年度も昨年度に続き、全国大会に向けて強化練習会を数多 く実施 した結果、各選手が実力を発

揮 し、輝かしい成績を収めることが出来ました。特に陸上競技に参加された古久保 喜朋 選手がジャ
ベリックスローで大会新記録で優勝されました。

また、新潟県の実施本部員、ボランティアの方々はとても温か く迎えて くださり本当にお世話に

なりました。

そして 5年後の 2015年には、和歌山県で第 15回全国障害者スポーツ大会が開催されます。地

元開催の成功に向けて、引き続き皆様のご支援ご協力をよろしくお願いします。

各選手の成績は下記の表のとおりです。

第 10回大会 「ゆめ半島千葉大会」は 10月 23日 (土)～ 25日 (月)千葉県千葉市

を中心に開催されます。
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第9回全国‐障害者スポFツ大会成績表
平成2■年■0月■0■|(土)|～■2日 (日 )

強化練習 (陸上 ) 三井利仁氏 (ス ポーツコーチ )

によるスラローム指導

全 国 △
ム

)

)

強化練習 (ア ーチェリー )

全国大会 (ジ ャベ リックスロー ) 東北 ビッグスワンスタジアム前(デ ィスタンス)
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第9回全国障害者スポーツ大会出場選手の声

全国の仲間達と友情の絆を深め
第 9回全国障害者スポーッ大会に和歌山県代表として出場させていただき、多 くの感動をいただきました。そしてお世話いただ

いた関係各位の皆様に、大変感謝し、お礼を述べさせていただきます。この度は、キャプテンという重責を承 り不安な気持ちでの
大会出場となりました。そんな中、和歌山県庁での結団壮行式が 10月 8日 、 8時半から行われる予定でしたが、前日の台風によ
り急きょ壮行会が中止となり、本来飛行機での新潟入 りでしたが、バスにて陸路を8時間かけて新潟入 りすることになりました。
最初は大変な事態と考えましたが、道中、和歌山県選手団の結束がより強まり、かえって記憶に残る新潟入りとなりました。新潟
入りした際には到着時間が 22時にも関わらず地元の方々の温かい出迎えを受け大変感激しました。
10月 10日途中から降り始めた小雨の中、東北電カビッグスワンスタジアムで盛大な開会式が行われました。式典中、和歌山

県での式典で予定していた宣誓の一節である「全国の仲間達と友情の絆を深め」の気持ちがじわじわと湧き上がってきたのを覚え
ています。
11日 は温かい声援の中、素晴らしい全国レベルのアーチェリー大会を経験し、沢山の関係者の笑顔が強 く印象に残りました。
13日 、競技が終了してからの閉会レセプションは新潟朱鷺メッセでの平原綾香さんの壮大で感動的な歌声で締めくくられまし

た。私も7年前に脊髄梗塞により両下肢不全で車椅子生活となり今日にいたっております。もし、アーチェリーとの出会いがなけ
れば今回の全国障害者スポーッ大会の感動も得られず家に閉じこもりっきりの人生だったと思います。
最後に障害を抱え悩んでおられましたら和歌山県障害者スポーツ協会に一報 していただき、私どもと共にスポーッと人生を楽し

んで活きましょう。

和歌山県選手団主将 辻岡 亮二

思い出

昨年 10月 、第 9回全国障害者スポーツ大会に和歌山県予選を辛うじて通過し、全国障害者スポーッ大会に参加 しました。私
にとっては、誠に嬉しい事でした。
= いよいよ「トキめき新潟大会」へ出発の日 10月 8日
「トキはなて 君の力を 大空へ」・・全国から寄せられた支援に感謝の気持ちを伝える愛称 "ト キめき新潟大会 " 参加選手

約 5500人、役員約 9000人の大舞台へである。応援を受ける選手の心は一つ。大行事である。関連する都道府県、教育機関、
民間団体その他多 くの方々が協力され思いもよらない素晴らしい風景となっている。私は、大声で叫びたい。「国民の必要なものは、
言葉ではなく、心のまとまりと思いを大切にしたい。J

出発の日、明朝から開会と予定されていると云うのにも拘わらず、意地悪 くも台風 18号 (昨年発生の中で最大級)が紀伊半島を
椋めて北上するとあって、どう行動すればよいのか云々の話の中で明朝迄に新潟へ到着しなければとのリーダーの思いも大変だっ
たでしよう。大会開催・整備及び引率者にも心よりお礼申し上げます。

気掛かりな新潟到着は、飛行機は欠航かなと思いながら伊丹空港へ急いだがやはり欠航となり陸路バスでの夜間走行の移動とな
りましたが、安全無事に到着。全選手・役員から拍手喝采を差し上げてもと思うくらいです。お陰をもちまして無事大会も終了し、
新しく記録の塗り替えもできたのではと思いつつ次の開催を励みに障害者の一人として力強 く生きていきたいと思っています。

卓球競技出場 田中 正一

第 9口和歌山県障害者スポーツ大会
平成21年 5月 24日 (日 )。 31日 (日 )紀三井寺運動公園陸上競技場、

県子ども 。女性 。障害者相談センター他において第 9回和歌山県障害者
スポーツ大会を開催 しました。

県内各地から約700名 の選手が、陸上 。卓球 。水泳競技等に参加 しス
ポーツに汗を流 しました。
開会式では、和歌山県警察音楽隊が入場行進曲を、和歌山県警察音楽

隊カラーガー ド隊が選手団の入場行進の先導をして くださり、会場が盛
り上が りました。
第 10回大会は、平成22年 4月 25日 (日 )フ ライングディスク競技、

5月 23日 (日 )開会式 。陸上競技、 5月 30日 (日 )水泳・卓球・アーチェ

リー 。ボウリング競技の日程で開催する予定です。
スラロームで力走する

故
田中健治氏

第9回盆爾障害讐スI…撃念畿鶴鞠鐘書蕃圃鰺畿糠
ν?卜麗…轟購披逓畿地匡予ink畿

平成21年 6月 7日 (日 )橋本市南馬場緑地広場において第
9回全国障害者スポーツ大会知的障害者団体競技ソフトボー
ル競技近畿地区予選会を開催 しました。

和歌山県からは、きのかわブルーウエーブが出場 し、初戦
で大阪府 と対戦 し善戦 しましたが惜 しくも敗退 しました。

競技レベルが高 く、すばらしい試合が多い大会
でした。

神戸市が優勝 し全国大会へ出場されました。



第28回黒諄1オー7ン和歌山県障害者卓球選手権大会
平成21年 12月 6日 (日 ンロ歌山県立体育館において、「第28回黒潮オープン和歌山県障害者卓球

選手権大会」を開催 し、

県内外から約 150名の参加

がありました。

場内では熱戦が繰 り広げ

られ、観客席からの応援 も

多 く、盛会に開催できまし

た。
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順 位

羅需サ種 日

優  勝 第 2位 第 3位

肢体・

視覚の部

里 子

(愛知・GM太陽)

清 湛  紬 一 自R

(わ かやま卓友会)

太 円  功
(岡 山市)

次森  綸

1/f子
(愛知・GM太陽)

十 碧  循 子

(徳島県障害者卓球協会)

藤 岡  田 羊
(兵庫・西宮市)

卜Jに  お右二F

子
部

椅車

の

男子

(大阪・舞洲卓球クラブ)

仕 竹  =雄
(岡山卓友会)

g可蔀  齢 雄
(大阪・堺市)

剰千育旨 謝‖

女 子

(大阪・舞 711卓球クラブ)

僚 竹  薫

(わ かやま卓友会)

族 背  雅 子

聴常の部
女
合

男
混

(大 阪聴力障害者協会卓球音D
大和 田 腎司

(大 阪聴力障害者協会 卓球部 )

石 FR 結 書
(大 阪聴力障害者協会卓球部 )

谷lH 哲平

マッ ト

卓球の部 女 子

(わ かやま卓友会)

III太 伸 子

(わ かやま卓友会)

由 ′m 憧 羊

STTの部 男 子

(大阪・堺市)

トフi ttIク
(や つちやろうら和歌山)

市  市 F■
l

(や っちゃろうら和歌山)

勝 田  結

女 子

(大阪 ,泉南市)

凍 藤  章 久結

(や っちやろうら和歌山)

菌  千 首 子
(や つちゃろうら和歌山)

1自 FFl 君 子

オープン競技 (わ かやま卓友会 )

後藤  誠
(わ かやま卓友会 )

梶ヶ山 繁

(わ かやま卓友会)

菌  億

(し らゆり)

力Π藤  溶 羊

女 子
昇 橿 禾 選 手

(兵庫・西宮市)

「‐
Jヒ   え吉[子

車 椅 子
畠 信 呑 1雲千

(大阪・IP●市)

剰嗜台旨 訂||

敢 闘 賞
(大阪聴力障害者協会卓球部)

中 誠  億 大

(県体クラブ)

膝 太  圭 子

ふれあいの部優勝

(尾崎 直彦さん)

第5回和歌山県障害者ふれあいインド7アー千ェII―大会
平成21年 11月 8日 (日 )県子 ども 。女性 。障害者

相談センター体育館で、第 5回和歌山県障害者ふれ

あいインドアアーチェリー大会を開催 しました。

県内外か ら約50名 の参加者があ り、他府県 との

交流を深めました。ふれあいの部では尾崎 直彦 さ

ん い日歌山SSK)が優勝 しました。

平成22年 9月 には、厚生労働大臣杯争奪第39回
全国身体障害者アーチェリー大会を和歌山県で開催

しますので、た くさんの方のご参加をお待ちしてい

ます。

鱚麓難働大臣賞露◎⑫鬱轟警爾爾奉筆爾晉ムントな～應畿糠大会

平成21年 11月 21日 (上)～ 22日 (日 )、 和

歌山県立体育館で日本車椅子ハンドボール

連盟主催の第 7回 日本車椅子ハンドボール

競技大会が開催され、和歌山県障害者スポ

ーツ協会か ら、「WSSKJと 「わかやま」
の 2チ ームが出場 し、 「WS
SK」 が決勝 トーナメン トま

で勝ち上が りました。

マ ッ ト卓球

サウンドテーブルテニス

競技の様子
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写麒鰊ンシ,プ炒0け り
平成 21年 11月 15日 (日 )、 和歌山県立体育館 にお

いて、 フレンドシップ2009(ボ ッチャ競技)を開催 し
ました。

県内各地から、32チ ームの参加があり、レクリエー

ションボッチャを競い合いました。
決勝戦は和歌山S・ GoC(B)と ス トロンガーが戦い和歌

山S・ GoC(B)が優勝 しました。

準優勝のス トロンガーはチーム全員が20歳以下のチー

ムでこれからが楽しみなチームです。
成績は下記のとおりです。

成績表

輻陽鰈輻靱雉鰊鼈麒跛ン膵辟麒脩畿絋踪紗鸞鶯

平成21年 10月 25日 (日 )、 白浜シャングリラグラウンドゴルフクラブにおいて、第 3回和歌

山県障害者グラウンド・ゴルフ大会を開催 しました。第 1回大会は和歌山市で、第 2回大会を

紀の川市で開催 し、本年度は白浜町 と、当初の目標であった和歌山市、紀北地方、紀南地方 と

三つの地域で開催することができました。

和歌山県内各地か ら約 150名 の参加があ り、合

計24ホ ールを回 り勝敗を争いました。

成績は下記のとお りです。

成績表

決勝 り■グ■|

(予選 1位チ■ム)

|オ■プシの部■|

(予選21位チ■ムう
オ■|プンの部|
(予選13位チ■ム) 淳4,詐2■

1位 和歌山S・ GoC(B) 和歌山A 和歌山C ヤマト和歌山ホームランズ

2位 ス トロンガ■ 銀河系 海南市身体障害者連盟A きみの

3位 みんなでは―とTOわ ん 卓友会 B 和歌山S・ GoC(A) 橋本市身体障害者連盟ふるさと

開会式の様子

順位 男子の部 女子の部

1位
(東牟婁身体障害者連盟)

り‖山S  t良:

(上富田町)

國本  勝子

2位
(和歌山 S・ GoC)
西村 文邦

(紀の川市身体障害者連盟桃山支部)

松 元  妙 子

3位
(紀 の川市身体障害者連盟ガ

`責

志I GG愛 lr会 )

太田 佳宏

(和歌山 S・ G・ C)

田中 美津枝

4位
(紀 の川市身体障害者連盟打田支部)

上前 勝
(田辺市身体障害者連盟大塔支部)

中山 なみ

5位
(紀 の川市身体障害者連盟聴覚部)

若林 秀昭
(海南市)

匡 鰤  謹 子

6位
(上富田町和の会)

白滝  嘉寿虎

(紀のりl市身体障害者連盟聴覚部)

大幅 操

競技の様子
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平成21年度初級スポーツ指導員養成講習会

財団法人 日本障害者スポーツ協会公認初級スポーツ指導員養成講習会を県子 ども 。女性 。障

害者相談センターにおいて、平成21年 8月 9日 (日 )、 9月 19日 (土)・ 20日 (日 )の 3日 間にわた

り、開催 しました。

今年は30名が、障害の理解やスポーツ実技など18時間の講義を受講 し、初級スポーツ指導員の

活動について学びました。

受講者のアンケートから (抜粋)

。実技では実際に障害者と関わつて体験することができて、良い経験ができました。
・スポーツはルールを工夫することで、誰でも参加できるということを知りました。
。障害者にとってスポーッは、必要なものと
いう意識を益々強 く感じました。障害者ス

ポーツが更に広まり障害者にとって自立と

共生の支えになっていけばと思います。
。基本的、専門的な知識や支援方法、また実
技を通し障害のある方 とかかわり、一緒に

楽しめたことが良かった。
。精神障害や知的障害の講義もあり、いい勉
強をさせてもらいました。

平成21年 11月 28日 (土 )、 平成22年 2月 27日 (土)に和歌山県
立和歌山東高校体育館においてNPO法人WASEDACULB
の太田拓弥代表 (ア トランタ五輪銅メグリス ト)、 湯元健一氏

(北京五輪銅メグリス ト)、 湯元進一氏 (平成21年度全日本チャ
ンピオン)を ゲスト指導者に招きワクワクレスリング和歌山教室
を開催しました。

この教室は、ダウン症や自閉症の子ども達にレスリングを通じ
て体を動かしてもらおうとNPO法人WASEDACULBが 全

国で実施している教室で和歌山県が 6回 目の開催
になります。教室は20名 の子ども達が参加 しひ
ざを叩くと得点が入るレスリングをしたゲームや
足を持って相手を倒すゲームなど笑顔でレスリン

グを楽しんでいました。

平成21年度スポーツ教室開催
今年度は、水泳・カヌー・卓球 。ボッチャ・テニス・ボウリング

んバレーボール・野球等の教室を開催 しました。それぞれのスポー

びながら、参加者 との交流を深めました。

・アーチェリー・ふうせ

ツの基本とルールをまな

カヌー教室 野球教室 フライングディスク教室

参加者全員での集合写真
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鯰車椅子バスケットボール 瘍 テ ニ ス

部会長
連絡先

練習日
場 所

鰈卓

風呂川 和生

和歌山市毛見 1451福祉工場内
TEL073-445-5722
毎週火・金曜日 午後 6時～ 9時
県子ども。女性。障害者相談センター

球

村田 章
和歌山市堀止南ノ丁2-16
TEL073-422-8674
毎週木曜日 午後 5時～

県子ども。女性・障害者相談センター

やグラウンド・ゴルフ

部会長
連絡先

練習日
場 所

部会長
連絡先

クラブ

練習日

練習日
場 所

練習日

鼈野

本田 功
和歌山市茶屋町36
TEL073-423-0465
FAX073-423-0465
わかやま卓友会事務局 (中嶋)

TEL073-482-8547
毎月第 1。 3土曜日 午後 1時～

毎月第 2・ 4日 曜日 午後 1時～

県子ども。女性。障害者相談センター

しんく
゛
う卓集会事務局 (宮本)

TEL0735-22-7071
毎週月曜日 午後 7時～

新宮市老人福祉センター

毎週土曜日 午後 7時～

青少年勤労センター

球

部会長
連絡先

練習日
場 所

山本 敏雄
和歌山市古屋77-8
TEL073-453-0758
毎月第 1。 3日 曜日 午後 1時～

県子ども。女性。障害者相談センター

所
ブラ

場

ク

鯰 アーチェリー

部会長  尾崎 直彦
連絡先  和歌山市伊太祈曽456

TEL073-478-3600
クラブ 和歌山SSKアーチェリークラブ

琴の浦アーチェリークラブ
練習日 毎週土曜日 午後 1時～

毎月第 2・ 4日 曜日 午後 1時～
場 所  県子ども。女性。障害者相談センター

やバドミントン
部会長
連絡先

クラブ

練習日
場 所

昼連絡先

蟷 カ ヌ ー

楠木 祥瑞
和歌山市有本406-28
TEL090-1676-9048
ヤマト和歌山
毎週日曜日 午前 9時～ 13時
和歌山市西浜

(南海電鉄和歌山港線元水軒駅向い)

073-479-3369
(明 日葉有限会社)

部会長
連絡先

練習日

場 所

瘍ボウリング

古川 晃
岩出市曽屋 106-7
TEL0736-62-6244
毎週日曜日 午後 5時～
毎週月曜日 午後 6時～
県子ども。女性・障害者相談センター

部会長
連絡先

部会長  数見 満
連絡先 和歌山市徳田木丁5

FAX073-422-3065岡本 浩充

紀の川市尾崎 135-7
TEL0736-77-6628
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山
・
県ズ

山市ス
受賞おめでとうございます

東京2009ア ジアバラユースゲームズ陸上競技で優勝された 生馬知季 様、同大会ゴール

ボール競技で3位の結果を残した 伊織健悟 様に第48回和歌山県スポーツ賞が授与され

ました。また、第28回和歌山市スポーツ振興賞を永年にわたり、和歌山県の障害者スポーツ

にご尽力いただきました阪本憲二様が、スポーツ賞を第21回夏期デフリンピック北京200
9大会に出場された数見満 様、第9回全国障害者スポーツ大会で優勝された、馬場康平 様

(卓球競技)、 上田和彦様 (陸上競技)、 松下正樹 様 (水泳競技)、 の4名が受賞されまし

た。スポーツ奨励賞として宮本高志 様 (陸上競技)西谷侑子 様 (陸上競技)西岡裕― 様 (卓

球競技)嶋雅秀 様 (フライングディスク競技)の4名が受賞されました。皆様の受賞を心か

らお祝い申し上げます。

私は、東京で開催されました 2009東 京アジアバラユースゲームス|こ 日本代表として出場し、
日本の選手だけではな <、 他国の選手と交流できたことは、とても良い経験 |こ なりました。

日本という恵まれた環境で車椅子陸上競技をできることに感謝しながら練習に励もうと思いまし
た。そして、禾0歌山県内でも、もっと競技人□が増えて個人種目だすではな<全国車椅子駅伝に和
歌山県チームとして出場できることを臨んでいます。

まを、昨年、禾□歌山県立医科大学がフォルテワブマ 5階 |こ 開設し、私も禾」用している「げんき開
発研究所」には誰でも禾」用できる国内最先端のトレーニングセンターがあります。障害をもってい
ても安ノドして使えるのでみんなでトレーニングしましよう 1

東京2009ア ジアバラユースゲームズ陸上競技日本代表 生馬 矢□季

いよいよ大会当日。不安と期待で胸をふ<ら ませ、東京にある選手村入りしました。男子ゴール
ボール競技には、 7カ国が集まり、優勝を競い合いました。日本は、イラク・マレーシアには勝っ
たものの、韓国・タイには負|すてしまい、準決勝では優勝したイランに大差で負|す、世界の壁の厚
さを痛感しました。そして僕の戦いは終わりました。
結果は、銅メダルでした。目標としていた金メダルを取ることができな<て、すご<悔しなった

です。僕は負けたとき涙がとまりませんでした。それと同0寺 に、日本代表として戦えて良がったと
ノらの底から思いました。色々な人との出会いや、色々な人の支えがあったから、自分は頑張ること
ができました。

これからも、この経験を生かして色々な面で頑張っていきたいです。
東京 2009ア ジアパラユースゲーム要ゴールボール競技日本代表 伊織 健悟

以上の皆様です。障害者スポーツの振興と発展にご指導、
ご協力をよろしくお願いします。

生馬知季 様

伊織健悟 様

和歌山県障害者スポーッ協会役員紹介 (順不同敬称略)

会 長 仁坂 吉伸
じ歌□事)

副 会 長 北田 佳秀
(県福祉保健部長)

吉田 喜代司
(県身体障害者迎湯剣∋

土井 邦夫
(県矢□的障制 協会会局

常任理事 植田 新―
(県子ども。文性・障害者本目談センター所長)

理  事 馬場 正義
(県聴覚障害者福祉協卸

渋田 年男
噺 覚障害者福祉協会会長

金川  宏
(県立和歌山ろう学校校長)

宮本 克二
(県立利歌山盲学校校局

鈴木 俊男
(県手をつなく旬式会理事長)

鷲山 佳三
(県障害児者父母の会連合鞠

事杉本 憲彦
(県知的障害者施設協会冨」会D

米川 徳昭
(県共同作業]〒潮各会会D

池田 八主雄
(県支援学校体育連盟会長)

羽山 和生
(琴の浦リハビリテーシ∃ンセンター理事D

西   寛
(県社会福祉協議会常務理事)

中前 和貝」
(県理学療法士協鋼

阪本 憲二
(禾□歌山陸上競技協会代わ

本田  功
(県障害者スポーツ協会部会長代∋

那須 純一
(県卓球協会代∋

井上  明
(県水泳連盟代∋

河本 成伸
(県アーチェリー協会代∋

西田 ―善
(県ボウリング連盟会長)

津村 優子
(県障害者スポーツ指導者協議会会局

棚野 市郎
(県障害者フライングデイスク協会イta

谷本 忠信
保肢彰 長)

山本 敏雄
(県障害者スポーツ協会部鋼 tD

冨安 民浩
(県議会議長)

真砂 充敏
(県市長会会局

中山 正隆
(県町ll会会長)

森岡 裕策
(県体育協会理事長)

左海 伸夫
(県スポーツ医科学委員会委員D

理 事

監 事

顧 間
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4

10～ 11

中旬

中旬

有14回 神戸カップGGttll大 会

毎南たんぼぱの会カヌ‐教室

車戸市しあわせの村

k宇

与座川カヌーツーリング

旦
・
・
一Ｍ

k阪府身体障害者卓球選手権大会

市6回障害者ボウリング交流会

お6回バリアラリ=バドミントン大会.lt域交流団体戦

(OB[OPEN2010{テニス)

:市立全岡公園体育館

'ウ

ンドワンスタジアム和歌山店

阪ヽ府立障がい者交流促進センタ=(フラインプラザ大阪

申戸市しあわせの村

10回和歌山県障害者スポニツ大会フライングデイスク競技 目西電力琴の捕球場

25

25

近鉄バッファローズOB4J‖ 亨氏野球教室 :市光明池グラウンド

'ウ

ンドワンスタジアム和歌山店

l歌山県子ども,女性.障害者相談センター

7回 障害者ボウリング交流会

「
．「
一「
新

成22年度和歌山県障害者スボーッ協会幹事会

関医協卓球大会

近畿身体障害者7-チェリー大会

ワイズメンズクラブテニス大会

1宮市立総合体育館

阪ヽ府浜寺公園
′―サイド,テニスガ=デン舞洲

5

3～ 5

9

内閣総理大臣lT争奪第39回 日本車椅子バスケットボール選手権大会日本選手権東京体育館

第14回こうのとり杯争奪身体障害者野球大会 害砂市向島球場

9 2010年 第2回 理事会癖議員会(車椅子バスケットボール) 大阪市舞洲障害者スボーッセンター会議室

9 第2回白浜町シャングリラGGC大 会

平成22年度和歌山県障害者スポーツ協会理事会

平成22年度日本身体障害者野球連盟理事会

ヨ浜町シヤングリラグラウンド.ゴリレフクラブ

ll歌 山県子ども.女性憚害者相談センター

神戸市垂水勤労センター

第18回 選抜全国身体障害者野球大会

近畿ろうあ者体育大会ボウリング競技大会

まいしま2010卓球大会

第10回和歌山県障害者スポーツ大会開会式,陸上競技

神戸市スカイマークスタジアム

脚
π世
郎

大阪市舞l障害者スポーツセンター

紀三井寺運動公園陸上競技場

|]歌 山県子ども,女性.障害者相談センター

ラウンドワンスタジアム和歌山店

大阪市舞洲障害者スボーツセンター

姜野‖

未定

奈良県大和高田市オブトボウルタカダ

∞

一
ｍ

第10回 和歌山県障害者スボーツ大会水泳.卓球.アーチェリー競技

第10回 和歌山県障害者スボ■ツ大会ボウリング競技

30

下旬

第10回 全国障害者スポーツ大会近畿地区予選会(車椅子バスケットボール)

熊野川カヌーマラソン

未定

未定

畿ろうあ者卓球大会

学和日かんかん「 OHANAフェスティバル」(テニス)

010ウイングバドミントン大会天理ふれあしヽ会

寅5同和勲 市全;杯 66i全

スポーッドーム岸和日

天理市障害者ふれあいセンター

偲E井寺運動公園球技場

6

6

12～ 13

10回 全国障害者スボーツ大会近畿地区予選会(車格子バスケットボール| 大阪市舞洲障害者スボーツセンター

:22回発祥地GG大会 鳥取県
'自

村
27 与27回和歌山市障害者卓球大会 il歌 山市立河南体育館

さ国パラマウント'チャレンジ.カヌー

与20回東海障害者卓球選手権大会

大阪淡輪海洋センター

名古屋市障害者スポーツセンター
百
た

し
た

一一　一一　一（̈一　　　　一　　　　　一　　一　̈^（一・

010FIDジ ャバンチャンピオンシップ卓球大会

t庫県車いすテニス選手権

神奈川県横浜市

神戸市しあわせの村

成22年度福岡障がい者オープンバドミントン大会 福岡市障がい者スポーツセンター

i畿ろうあ者ボウリング競技大会
′口教室(ボウリング)

]浜シヤングリラオープン大会(グラウンド.ゴルフ)

賀県大津市大津ボウル

綻
一綻

御坊市 日高東宣ポウル

白浜町シャングリラグラウンド.ゴルフクラブ

7

Ю10全国シュニア選抜軍符子バスケットボール大会 詈知県春日井市

k脈市霞淵瞳害者スボーリヤンター名神競技創―グ(車格子バスケットボール)

バラマウント'チャレンジ'カ ヌーh京都

バラマウントチャレンジ.カヌーh名 古屋

紀伊コスモス支援学校いきしヽき交流カヌー教室

気都rt和知白良‖
句

一
旬

名古屋市障害者スポーツセンター

粕歌山県立和歌山西高校プール

名神競技会リーク暉椅子バスケットボール)

第6回兵庫マスターズカップ(車格子バスケットボール)

第21回西日本ろうあ者ボウリング選手権大会

第7回ドリームカップ大会(野球)

六阪市舞ll障害者スポーツセンター

17～ 18

24～ 25

壽取県米沢市

静岡県裾野市営球場他

C三井寺運動公園陸上競技場他0回全国障害者スボーツ大会強化練習会,説明会

第36回のじぎ〈杯争奪車椅子バスケットボール選手権大会

20101NAS― FIDグ ローバル大会(卓球の部|

韓リハ

未定

受知県車いすテニス大会hNAGOYA 来山公園テニスセンター

大阪府軍いすテニス強|ヒ練習会 脈は首十学

8

第36回のじぎくlT争奪軍椅子バスケットボール選手権大会 :厚リハ

て阪市舞洲障害者スポーッセンター8 名神競技会リーグ(軍格子バスケットボール)

蜘
・輌
両

ｉ

和歌山県初緞障害者スボーツ指導員養成講習会

堺泉ヶ丘ロータリークラブ杯|テニス)

第4回姫路車格子バスケットボール3on3交流大会

第10回全国障害者スボーツ大会強化練習会

]歌山県子ども.女性.障害者相談センター

マヶ丘テニスクラブ

:播磨スポーツ交流館

]三井寺運動公園陸上競技場他

t阜県高山市

l歌山市インターボウル

l歌山市民野球場

:南市立加茂第二小学校プール

奇本市立橋本中学校プール

7回ジュニア育成講習会(車椅子バスケットボール)

青18回近畿ろうあ者ボウリング選手権大会

生
「
一詢

第10回和歌山市長lT争奪身体障害者野球大会

力1茂第二小学校カヌー教室

きのかわ支援学校橋本カヌー教室

トップシヤトル滋賀′ヽドミントン大会 i管県栗東市民休育館

平成22年度事業計画 (平成22年 4月 1日 ～平成23年 3月 31日 )

月

9

4～ 6

5

:23回全国GG交駅会

与48回東近畿身体障害者野球大会(予選)

兵厚県三木市

′ヽ尾市久宝寺緑地公園

5

5

6

:神競技会リーク暉椅子バスケットボール)

010まいしま車椅子バスケットボ■ル大会・A市 t/Cup「

首5回「和海」ブllックGG大会

大阪市舞洲障害者スポーツセンター

大阪市舞洲障害者スポ=ツセ)み
‐

紀三井寺運動公園球技場

薇賀県近江人幡芝生公園1わこレインボ■カヌー

12

12

12

010第 3回評議員会近畿交流会(車椅子バスケットボール}

:7回和歌山オープン卓球′ヽレーカ会     ~ ~~
:9回ハンディーベースボールジャバンカップ
010年 第29回 技術指導講習急車格子バスケットボール)

奈良県障言者福llセ ンター

和歌山県立体育館

神戸市スカイマークスタジアム

奈良県障害者福祉センター

AMUROテ ニス大会 二色浜公量

紀三井寺運動/AN園 陸上競技場他‐８

・
い

l10四
=日

障言●ス小―ツス
=猥

1`腺首云

営国ろうあ者体育大会ボウリング競技大会 徳島市スエヒロボウル

紀三井寺運動/4N園 陸上競技場 |

詳馬県高崎市

大阪市舞洲障害者スポーツセンター

量生労働大E杯争奪第39回全国身体障害者アーチェリー選手li大会

25～ 26 与21回 日本選抜車椅子バスケットボール選手権大会

26

26

下旬

下旬

110回 全国障害者スポーツ大会激励試合(車椅子バスケットボール)

′ヽ尾市久宝寺緑地公日

:]歌 山市河西暖衝緑地公園

日高川

和歌山県子ども.女性.障害者相談センタープール

肯5回世耕杯争奪アーチェリー大会

]高川カヌーツーリング

「成22年度和歌山県障害者スボーツ協会カヌー教富

営回ろうあ者卓球選手権大会

肯5回白浜シャングリラ大収穫祭大会(グラウンド'ゴルフ) 白浜町 シャングリラグラウンドゴルフクラブ

青22回東海障害者バドミントン選手権大会 古屋市障害者スボーツセンター

010FDジ ャバンチヤンピオンリーゲ重減大会 神奈‖県横浜市

Ю

3 青4回和歌山県嚇 クラウンドゴルフ大会

'ラ

マウントチャレンジ.カ スーh奈良

,ヌ ーツーリング和歌山

01唖畿連盟秋季交流試合(車格子バスケットボール)

定

五條市 吉野‖|

●

一

１

古座川

大阪市舞ll障害者スポ・ ツセンター

肯10回 全国障害者スポーツ大会

121回 全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会
千葉県

神戸市

３

一
禾

]日サンアビリティーズ大会(車椅子バスケットボール)

iオープン(テニス)

和田市
つばテニスセンター

9 Peace Cuo(テ ニス) FA島 広域公園テニスコート

年記念シャングリラ大会(グラウンドゴルフ) 白浜町シャングリラグラウンドゴルフクラブ
3

6～ 7

6～ 7

第12回驚琶湖カップ健康GG大会

第2回身体障害者世界大会(野球)

[畿フロアーバレーボール大会

事6回和歌山県障害者ふれあいインドアアーチェリー大会

相歌山市砂の丸広場

政賀県希望が■

申戸市スカイマークスタジアム

り

■

鉤

一蜘

一

颯歌山県立体育館

k定

第3日全国身体障害者GG大会

神戸 すヽテニス大会

ん́ぐう卓集会友好卓球大会

フレンドシップ2olo

第12回全日本身体障害者野球選手権大会

第3回 日本車椅子ハンドボール競技大会

阜県長良川競技場

神戸市しあわせの村

折宮市立総合体育館

毎南市li合 体育館

豊岡市 lB馬ドーム

梱歌山県立体育館

28

下旬

3」 lllAKO CUP 2010(重 格子バスケットボール)

第7回ll歌山県ゆうあいスポーツフェスタ 相歌山ビッグホエール

第33回 のじぎ〈杯室内大会(7-チエリー)

日本障害者卓球選手権大会

枚方市長杯ふれあい車いすテニス大会

第4回和歌山県GG協会交歓大会

第21回 日本障害者バドミントン選手権大会

k阪市舞洲障害者スポーツセンター

女方市王仁公園

1北 GG地区

12

4～ 5 :11日本り‖最再端串本GG交歓大会

'マト和歌山紅白戦(野球)

i33回近畿車格子バスケットボールLi手権大会

|ハ円 中小晟円肺フント

ロ歌山市西浜グラウンド

良ヽ県障害者福lllセ ンター

5

1～ 12

η :29回黒潮オープン和歌山県障害者卓球選手権大会

′DBCカップlT大会(ボウリング)

]ノ |‖ 竹房カヌー総会

肯11回ファインプラザ大阪バドミントン大会

]の 目GG交流大会(グラウンドゴルフ)

1歌山県立体育館

上
詢
一栽
藉

』坊市 日高東宝ボウル

定ヽ

k阪府立障害者交流促進センター(ファインプラザ大阪)

中旬 :13回びわ湖杯インドアアーチェリー大会

:30回わかくさ杯インドアアーチェリー大会

:5回 白浜シャングリラllllTち大会(グラウンド.ゴルフ)

i貫県軍津市

下旬

下旬

ミ良県障害者福祉センター

栞町シャングリラグラウンド.ゴルフクラブ

2

すヽソニック共催身体障害者野球教里

011舞 洲インドアアーチェリー大会

ナヽソニックベースボールスタジ7ム

阪ヽ市舞洲障害者スボーツセンター

1歌山市インターボール

申戸市垂水勤労市民センター

定ヽ

t常

27

未定

未定

未定

′DBCチャンピオン大会(ボウリング)

:成22年度近畿身体障害者野球連盟理事会

:23回卓友カップ友lf卓球大会

肯11回関東障害者バドミントン選手権大会

3

6 i畿ろうあ者ボウリング連盟理事会 員都市

長定

定ヽ

臣路市スターレーン

ミ庫県ビーンズドーム

ミ庫県立障害者スポーツ交流館

:31回ジャ′`ンオープン日本肢体不自由者卓球選手権大阪大会

国ろうあ者ランキング選手権大会(ボウリング)

親

一綻

:日 本テフボウリンク大会

:庫県車いすテニス大会hビーンズドーム

011兵庫リハセンカップ障害者バドミントン交流大会
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平成21年度会員登録個人・団体・クラブ

■||■■■|■■■■■|■■■|■■|■■■■|■||■|■■||■||■■■

…

■η申申‐‐
団体会員 (順不同敬称略)

和歌山県障害児者父母の会連合会・琴の浦リハビリテーションセンター・和歌山県聴覚障害者協会・

くじら共同作業所 。つわぶき授産工場 。つばさ福社会 。綜愛苑・綜成苑 。有功ケ丘学園・小倉園・スミ

や和佐福祉工場 。中紀福祉センター由良みのり園。中紀福祉センター由良あかつき園 。古座あさかぜ

園・椋の樹福社会・南紀福祉センター牟婁あゆみ園 。南紀福祉センター南紀あけぼの園 。あすなろ木
守の郷 。ささゆり作業所 。桃の木会・太陽の丘・悠久の社・パンエ房サンフルひだか 。海南市身体障

害者連盟 。伊都郡身体障害者連盟・紀の川市身体障害者連盟・和歌山市身体障害者連盟 。橋本市身

体障害者連盟 。有田郡身体障害者福祉連盟 。日高郡身体障害者福祉連盟 。日高川町身体障害者福祉
協議会・那智勝浦町身体障害者連盟・和歌山盲学校・南紀支援学校・リハビリ橋本 。やまのこども。

株式会社松源・南陽食品株式会社・株式会社国際テック・株式会社長谷川冷機・株式会社大黒・ミカ

サ事務機株式会社・有限会社ティーエスメディカル・株式会社エムアールピー

スポーツクラブ (順不同敬称略)

卓球〔わかやま卓友会 (42)。 しんく
゛
う卓集会 (26)〕 。テニス〔メリーラケッツ(10)〕 ・カヌー(15)。 野

球 〔ヤマト和歌山(10)〕 ・車椅子バスケットボール〔琴の浦バスケットボールクラブ (12)〕 。ボウリン
グ 〔WDBC(14)〕 ・ アーチェリー い日歌山 SSKアーチェリークラブ (10)。 琴の浦アーチェリークラ

ブ (8)〕 ・グラウンド・ ゴルフ〔S.GoC(30)。 ハヽ√.D.GoC(15))。 バドミントン〔アローズ (11)〕

※ ( )内 の数字は会費納入クラブ員数です。

個人会員の氏名については、個人情報規制により公表は控えさせていただきます。
多 くの方に入会をいただきました。ご支援、ご協力ありが とうございました。

14151各{“旧 )

会 口員 募 集
会費 (年額)

(個人 )

正会員  (団体)

(ク ラブ)

ス ポ ー ツ を愛 好 す る者 1.500円

障害者団体・施設・特別支援学校 。その他福祉団体 10.000円
障害者スポニッ活動 クラブ 1人600円 10人以上

賛助会員 (個人 )

`団

体 )

本会の目的に賛同する者 1回 1.000円

本 会 の 日 的 に 替 同 す る企 業 ・ |¶ 体 l口 10_000円

多 くの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。十

会費はスポーツ協会が行う各行事の経費に使用させていただきます。
会員の方には、会誌をお送 りさせていただきます。

《編集後記》
平成21年 9月 に、当協会の発展のため、永年にわたりご尽力いただきました田中健治氏 (3P、 第9回和歌山県障

害者スポーツ大会写真掲載)がご逝去されました。
和歌山県障害者スポーツ協会事務局一同、心からご冥福をお祈 り申し上げます。
これからも田中氏の遺志を受け継ぎ、さらに障害者スポーツの振興と障害者福祉向上に努めてまいりたいと思います。
平成22年度も和歌山県障害者スポーツ協会をよろしくお願いします。

和歌山県障害者スポーツ協会
常任理事 植 田 新 一

入会を希望される方 0障害者スポーツに関するお問い合わせは

〒641-0014 和歌山市毛見 1437-218
和歌山県子ども。女性・障害者相談センター内
TEL 073-445-7314
FAX  073-446-0・ 036
e―mail e0404024@prefo wakayama.lg.jp

ホームページhttp:/チ珈 .pref.旺山vam。 lgo jp/prefg/C140402/ccc.htttl


