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陸上競技選手団のみなさん



陸上競技

平成 29 年 10 月 28 日（土）～ 10 月 30 日（月）の 3 日間、愛媛県で第 17 回全国障害者スポーツ大会「愛

顔つなぐえひめ大会」が開催されました。神戸市選手団は、選手 42 名・役員 30 名（監督・コーチ等）の計

72 名で参加しました。選手の皆さんは、日頃の練習の成果を発揮し、金 14 個・銀 10 個・銅 2 個の計 26 個

のメダルを獲得しました。大会期間中は台風が日本を縦断し開催が危ぶまれましたが、一部競技の中止はあった

ものの無事に大会を終えることが出来ました。

大会参加にあたって、ご協力とご声援を賜りました関係団体、ボランティア、そして保護者の皆様、ありがとうご

ざいました。また、現地において、神戸市担当の実施本部、サポートボランティアの皆様には、早朝から夜遅くまで、

本当に親切にご対応していただきました。選手団一同、心よりお礼申し上げます。

各競技、記録は以下の通りです。

平成29年 10月28日 土 ▶ 10月30日 月

選手氏名 種目名 記録 順位

中本　裕
ソフトボール投 41m07cm 1

100m 14秒51 2

瀧口　義宏
1500m 6分07秒66 4

200m 31秒13 2

南澤　忠子
ソフトボール投 11m26cm 4

砲丸投 4m39cm 3

上部　美帆
砲丸投 台風の為中止 ―

ジャベリックスロー 11m50cm 1

大久保　冨美子
ジャベリックスロー 6m02cm 2

砲丸投 2m90cm 4

小滝　ノエ
ソフトボール投 11m22cm 2

50m 台風の為中止 ―

佐藤　智也
800m 2分42秒16 1

100m 13秒22 7

今井　裕二
1500m 5分21秒37 1

立幅跳 2m22cm 3

徳永　クリスチャン
100m 12秒40 4

200m 25秒44 4

選手氏名 種目名 記録 順位

藏本　武蔵

100m 13秒17 6

200m 27秒20 8

4×100mリレー 51秒89 4

山本　紘輝

100m 13秒19 5

200m 27秒55 7

4×100mリレー 51秒89 4

櫛部　勝美
ソフトボール投 台風の為中止 ―

100m 15秒97 6

近藤　友介

1500m 4分35秒86 4

800m 2分12秒44 2

4×100mリレー 51秒89 4

三原　律子

100m 15秒49 6

200m 33秒20 5

4×100mリレー 51秒89 4

山本　未来
100m 16秒25 5

400m 1分19秒25 5

黒田　莉奈 ソフトボール投 台風の為中止 ―

[29 えひめ国体・大会承認第1‐ 48号 ]

14個

金
銀 銅

10個
2個

神戸市選手団獲得メダル !!
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フライングディスク競技水泳競技

卓球競技ボウリング競技

車椅子バスケットボール競技

選手氏名 種目名 記録 順位

梶原　亜希
25m平泳ぎ 21秒23★ 1

25m自由形 19秒64★ 1

藤田　初生
50mバタフライ 51秒00 1

50m自由形 40秒35 1

久永　和典
25m自由形 12秒31 1

50m自由形 26秒55 1

松田　健一郎
50m自由形 27秒47 2

50mバタフライ 31秒77 4

選手氏名 種目名 記録 順位

鈴木　和子 一般 5点　2勝1敗 1

河原　一浩 一般 3点　0勝3敗 2

坂口　真澄 一般 4点　2勝0敗 1

伊藤　一輝 一般 3点　1勝1敗 2

選手氏名 種目名 記録 順位

遠山　順平
アキュラシーディスリート・ファイブ 9投 6

ディスタンスメンズ・スタンディング 55m98cm 1

宮本　勝
アキュラシーディスリート・ファイブ 9投 1

ディスタンスメンズ・スタンディング 41m40cm 2

福岡　直弥
アキュラシーディスリート・セブン 5投 2

ディスタンスメンズ・スタンディング 29ｍ91cm 5

松下　かえで
アキュラシーディスリート・ファイブ 4投 6

ディスタンスレディース・スタンディング 24ｍ36cm 7

選手氏名 種目名 記録 順位

槌井　崇一郎 ボウリング 610 5

佐々木　大樹 ボウリング 387 7

記録 順位

1回戦 神戸市 58　―　56 岡山市

3位準決勝 神戸市 46　―　50 愛知県

3位決定戦 神戸市 51　―　35 愛媛県

★ 大会新記録
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11 月 11 日（土）しあわせの村にて、「パラ・スポーツ王国 HYOGO&KOBE　夢プロジェクト 2017」が

開催され、延べ 2,000 人の参加者がありました。

各会場では 16 競技団体の協力のもと、参加者の方々に障がい者スポーツを、見て、触れて、体験していた

だきました。

また、車椅子テニス競技で昨年開催されたリオパラリンピックに出場し、シングルスで銅メダルを獲得した

上地結衣選手も昨年同様指導者として運営に参加されました。

競技に参加された方々から、「楽しかった」「こんなスポーツがあるなんて知らなかった」という声が聞かれ、

障がい者スポーツを知っていただくきっかけとなりました。

パラ・スポーツ王国
HYOGO＆KOBE
夢プロジェクト2017

しあわせの村
〈神戸市北区しあわせの村1番1号〉
＊体育館・運動広場・テニスコート・
　アーチェリー場・ローンボウルズ場・
　研修ホール・研修室

開催日時

開催場所

平成29年

11月11日 土

パネル展示 シッティングバレーボール開会式 タンデムサイクリング

ビームライフル フライングディスクバドミントン フライングディスク

ボッチャ 車椅子テニスブラインドサッカー 車椅子テニス

卓球バレー 電動車椅子サッカー車椅子バスケットボール 陸上競技
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第 1 回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会が開催されました。

2 年前から神戸市社会福祉協議会　障害者スポーツ振興センターでは、2020 年東京パラリンピック・オリ

ンピックが開催されるに伴い、障がい者スポーツのより一層の普及啓発のため年間 2 回講習会を実施すること

になりました。その第 1 回目として、普段からスポーツに携わる機会が多い、神戸市スポーツ推進委員・総合

型地域スポーツクラブ指導者・学校教員の方を対象に 7 月から 8 月にかけて実施しました。講義は土曜日・日

曜日に全 5 回のカリキュラムを組み、開催しました。

障がい者をとりまく施策や現状を学んだり、スポーツ指導員としての講師の方の活躍を聞き、今後の受講生

の活動に期待できるものとなりました。また、さまざまな実技を通して、障がいの有無に関わらず、誰もが一

緒にスポーツに参加する楽しさを感じていただくことができました。

受講された方々が、講義・実技を通して学んだ事を実践の場で活かしていかれることを願っております。

第1回 初級障がい者スポーツ指導員養成講習会
平成

29年度

シッティングバレーボール

アイマスクと白杖を使い、視覚障害の疑似体験

STT（サウンドテーブルテニス）

座学では、事例を基に基礎を学びます

次回のお知らせ

第2回は、平成30年2月に

行います。詳細はホームペ

ージをご覧ください。

たくさんの

ご参加を

お待ちして

おります。

日　程 曜日 場　所 時　間 （実講義時間） 内　容 講　師

7月30日 日

303 研修室

9：30～9：45 受講受付
障害者スポーツ振興センター職員

9：45～9：55 開講式

10：00～12：00（2h） 障がい者福祉施策と障がい者スポーツ 神戸市保健福祉部障害者支援課長　三浦　久美子

303 研修室 13：00～15：00（2h） 障がいの理解とスポーツ（視覚障害） （特非）神戸アイライト協会理事長　森　一成

303 研修室 15：15～16：15（1h） 障がいの理解とスポーツ（聴覚障害者） 風見鶏バドミントンクラブ　阪倉　康一

8月5日 土

303 研修室 10：00～11：00（1h） 障がいの理解とスポーツ（精神障害） （社福）はっく兵庫　統括管理者　上田　智子

303 研修室 11：15～12：15（1h） 安全管理 西宮市総合福祉センター健康スポーツ事業課　障害者スポーツ係　係長　中西　工

303 研修室 13：00～15：00（2h） 障がい者スポーツの意義と理念 兵庫県立障害者スポーツ交流館障害者スポーツ推進専門員　川口　清隆

プール 15：30～17：30（2h） 障がい者スポーツ実技水　泳 日本身体障害者水泳連盟　滝元　良一

8月6日 日

体育館 9：30～11：30（2h） 障がいに応じたスポーツの工夫・実施視覚障害者とスポーツ 国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局 神戸視力障害センター　細川　健一郎

体育館 12：30～14：00（1.5h） 障がいに応じたスポーツの工夫・実施 神戸市立王子スポーツセンター　職員　野口　研治

体育館 14：15～16：15（2h） 障がいに応じたスポーツの工夫・実施重度障害者とスポーツ 兵庫県立障害者スポーツ交流館　体育指導課長　堀尾　典之

8月20日 日

303 研修室 10：00～11：00（1h） 障がいの理解とスポーツ（肢体障害と内部障害） 理学療法士田村　俊典

体育館 11：30～13：00（1.5h） 障害者との交流シッティングバレーボール シッティングバレーボール近畿リーグ実行委員会

303 研修室
14：00～15：00（1h） （公財）日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ指導員制度

西宮市総合福祉センター健康スポーツ事業課長　宮城　新
15：10～16：10（1h） 全国障害者スポーツ大会の概要

8月27日 日

303 研修室 10：00～12：00（2h） 障がいの理解とスポーツ（知的障害） 神戸市立友生支援学校　教諭　藤本　優子

303 研修室 13：00～15：00（2h） ボランティア論 立命館大学　産業社会学部　教授　金山　千広

303研修室
15：20～15：50 効果テスト

障害者スポーツ振興センター職員
16：00～16：30 閉講式・登録受付

平成 29 年度　第 29 回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会カリキュラム
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本大会は、1989 年のフェスピック開催当時、それまで日本には身

体障害者のサッカーチームはありませんでした。そこでフェスピック

神戸大会組織委員会、兵庫県サッカー協会、神戸市障害者スポーツ協

会等が全国に呼びかけ、約 30 名が集まってチームが結成され、フェス

ピック神戸大会への参加を果たしました。この時の出会い忘れない為、

フェスピック神戸大会の翌年に、選手や関係者の呼びかけで「89 フェ

スピック神戸大会記念 日本身体障害者サッカー親善大会」が始まり、

以来、身体障害者サッカー発祥の地である神戸市において障害の有無

なくサッカーを提供していく事を目的として大会を開催しています。

また、一昨年度より競技の更なる普及啓発の為、「ヴィッセル神戸

CUP」として、8 人制の CP サッカー大会を開催しています。今大会

で第 3 回目となり、晴天の中、4 チームによるリーグ戦を行いました。

今後、さらに参加チームを増やしての開催を目指していきます。

第 30 回神戸市障害者ロードレース大会が開催されました。

晴天に恵まれ、総勢 256 名【身体障害者の部 8 名、知的障害者の部 226 名、精神障害者の部 1 名、一般の

部 21 名】の参加者が、汗ばむような陽気の中、総合運動公園内を駆け抜けました。

ゴールを目指し、精一杯走る姿に大きな声援がとんでいました。

CPサッカーとは…比較的軽度な脳性麻痺選手がプレ
ーできるように考案されたサッカー競技
フェスピックとは…アジアおよび太平洋地域の障害
者スポーツの総合競技大会のことであり、アジアパ
ラ競技大会の先駆けとなった大会

し89フェスピック神戸大会記念日本身体障害者サッカー親善大会2017
第3回ヴィッセル神戸CUP（8人制サッカー大会）

第30回 神戸市障害者ロードレース大会

日　時：平成29年9月2日（土）～3日（日） （2日：第3回ヴィッセル神戸CUP　3日：日本身体障害者親善大会）

場　所：しあわせの村　多目的運動広場

日　程：平成29年11月25日（土）

場　所：神戸総合運動公園ユニバー記念競技場及びその周辺道路

[結果]

優　勝：大分太陽フリーダムス
準優勝：神戸市内ママさんチーム
第３位：CP神戸
第４位：大阪PAZ

[出場チーム]

CP神戸、大阪PAZ、
大分太陽フリーダムス、
神戸市内ママさんチーム

ヴィッセル神戸CUP

選手宣誓：近藤 友介 選手 表彰の様子いっせいにスタート！！

種目 選手名 所属 記録

3㎞オープン中学男子 杉浦　悠希 神戸市立本多聞中学校 11′03

3㎞知的障害男子（少年） 近藤　友介 神戸市立青陽須磨支援学校 10′33

3㎞知的障害男子（青年） 堂本　匡峻 共に歩む会 マウイの風 11′13

3㎞知的障害男子（壮年） 浪岡　健治 共に歩む会 マウイの風 11′44

3㎞知的障害女子（少年） 小先　冴季 兵庫県立神戸特別支援学校 16′00

3㎞知的障害女子（青年） 北住　絵里奈 スペシャルオリンピックス神戸 18′53

3㎞知的障害女子（壮年） 藤吉　道江 ワークステーション細田 23′44

種目 選手名 所属 記録

2㎞オープン中学女子 橋本　莉央 神戸市立桃山台中学校 7′12

2㎞車いす男子（1部） 永友　達雄 東灘区 14′35

2㎞視覚障害男子（1部） 上野　光昭 あさぎりの里 16′40

1㎞競歩　肢体障害者男子（下肢1部） 仲　健太 神戸市立友生支援学校 15′51

1㎞競歩　肢体障害者女子（下肢1部） 宇之木　美沙希 神戸市立長坂中学校 11′53

3㎞精神障害男子（2部） 藤本　香 ヨハネ寮 21′44

各組優勝

こうべ障害者音楽フェア  2017
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東灘区に住んでいる障がい児（者）、そのご家族、地域の方々を対象に、障

がい者スポーツの体験会が開催されました。福池ふれあいのまちづくり協議会

が主体となって、福祉五団体、東灘区役所、区社協などのメンバーが、地域の

障がいのある方々とスポーツを

通じて交流を深め、「顔の見える

関係づくり」を狙いに、福池小

学校の児童もボランティアで協

力するなど、約 250 名の方が参

加しました。

ビームライフル、フライングディスクなど 5 種目にみんなで挑戦し、

会場内は参加者の笑顔と笑い声であふれていました。お昼休憩では恒例

のカレーランチがふるまわれ、交流会は好評のうちに閉会しました。

こうべ障 害者音楽フェア  2017
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こうべ障害者音楽フェア2017

ジョイフルコンサート

今年で 11 回目を迎える障害者の音楽の祭典「こうべ障害者音楽フェア 2017 ジョイフルコンサート」を開催
します。ジョイフルコンサートとは、障がいのある人の音楽活動の発表の場として、また障がいのある人もない
人も音楽を通じて感動を分かち合う交流の場として、毎年 12 月 23 日に神戸新聞松方ホールで開催しています。

1968年結成、関西のミュージ
シャンで構成されるビッグバン
ド。明日のビッグバンドを担
うべくスウィングからコンテン
ポラリーまで幅広いレパートリ
ーとメンバーのオリジナルを演
奏。1999年には中山正治ジャ
ズ大賞受賞。また、ロシアンリ
バー・ジャズ・フェスティバ
ルや、モンタレー・ジャズ・フ
ェスティバルなど国内外のフェ
スティバルへの出演や、ボブ・ミンツァー、デイブ・リーブマン、エリ
ック・マリエンサル、チャック・フィンドレー、ビル・ワトラス、フォ
ー・フレッシュメン、北村英治、渡辺貞夫、日野皓正、小曽根真など国
内外のさまざまなアーティストとも共演を重ねる。2015年6月19日、
11枚目のCD「GLOBARHYTHM」を全国リリース。今回ジャズ・ヴォ
ーカリストの川本睦子さんが共演します。

【日時】

平成29年12月23日（土・祝）

14：00開演（13：30開場）～16：15終演予定

【会場】

神戸新聞松方ホール

【入場料】

1,000円

・ 小学生以上1,000円（全席自由席）

・ 車いす席、情報保障席（手話通訳・要約筆記・磁気誘

導ループ）あります

・ チケット販売所（窓口販売のみ）

 松方ホールチケットオフィス

 TEL：078-362-7191　

 神戸国際会館プレイガイド

 TEL：078-230-3300

・ メール、FAXでも受け付けております。※FAXでお申

込みの方は、必ず送信確認のお電話をお願いします。

【問い合わせ先】

こうべ障害者音楽フェア実行委員会事務局

（障害者スポーツ振興センター内）

TEL：078-271-5330　FAX：078-271-5367

出演者

ゲスト

ポップンリンガーズ

（ミュージックベル）

こうべ和太鼓センター 風の鼓

（和太鼓）

The Global Jazz Oecheかがおa

障がい者スポーツ交流会in福池
第5回 日程：平成29年11月23日（木・祝）

場所：神戸市立福池小学校3F体育館
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検 索神戸市障害者スポーツ振興センター

社会福祉法人神戸市社会福祉協議会　障害者スポーツ振興センター

〒 651-0086 神戸市中央区磯上通 3-1-32　こうべ市民福祉交流センター 4 階
TEL 078-271-5330　FAX 078-271-5367
URL hががp://www.kobeかad.jp/

編集・発行

事務局

教　室　案　内

教室名 対象者 日程 曜日 時間 回数 費用 定員

① 体操（午前） 脳血管障害者（16歳以上） 1／10～ 水曜日 10：00～11：30 10 2，000円 20名

② 体操（午後） 脳血管障害者（16歳以上） 1／10～ 水曜日 13：15～14：45 10 2，000円 20名

③ 体操 知的障害児（小学生） 1／10～ 水曜日 16：00～17：00 10 2，000円 20名

④ ブラインドテニス 視覚障害者（16歳以上） 1／12～ 金曜日 13：15～14：45 10 2，000円 20名

⑤ バドミントン 障害区分なし（16歳以上） 1／10～ 水曜日 18：15～20：15 10 2，000円 20名

⑥ リズム体操 障害区分なし（16歳以上） 1／12～ 金曜日 18：15～20：15 10 2，000円 20名

⑦ 水泳（初心者） 身体障害者（16歳以上） 1／9～ 火曜日 18：00～19：30 8 1，600円 20名

⑧ 親子水泳 身体障害児（5歳～高校生） 1／12～ 金曜日 16：30～17：30 10 2，000円 20名

⑨ 親子水泳 知的障害児（5歳～小3） 1／9～ 火曜日 16：00～17：00 10 2，000円 20名

⑩ 親子水泳 知的障害児（小4～小6） 1／13～ 土曜日 14：30～15：30 10 2，000円 20名

⑪ 親子水泳 知的障害児（中学～20歳） 1／13～ 土曜日 16：00～17：00 10 2，000円 30名

申込期限：各教室開催日の前月15日必着（消印有効）

申込方法

送り先

往復はがきに、次の事項を記入してお送りく
ださい。「教室名（曜日・時間）」「住所・氏名・
年齢（学年）・電話番号」「障害名と程度」

〒651-0086 神戸市中央区磯上通3-1-32
（社福）神戸市社会福祉協議会
障害者スポーツ振興センター 〇〇教室の係

※申込数が定員を超えた場合は、
抽選にて受講者を決定させてい
ただきます。

※開催については、都合により変更
または中止する場合があります。

返  信

郵便往復はがき
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【返信：表】 【往信：裏】

①教室名
　（曜日・時間）

②住所

③氏名

④年齢（学年）

⑤電話番号

⑥障害名と程度

あ
な
た
の
住
所

あ
な
た
の
氏
名

往  信

郵便往復はがき
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【往信：表】 【返信：裏】

なにも

書かないで

ください

神
戸
市

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

〇
〇
教
室
の
係

神
戸
市
中
央
区
磯
上
通

3ｰ

1ｰ

32

6 5 1 0086

お申し込み方法は
こちら

こうべ障がい者芸術フェスタとは

　「こうべ障がい者芸術フェスタ」は、市内で

芸術創作活動に取り組む障がい者の方から、

作品を広く公募し、応募される全ての作品を、

美術館など環境の整った会場で展示・顕彰す

ることにより、そこから障がい者の社会参加

の促進と、芸術文化活動の支援・振興、市民

の福祉意識の啓発に資することを目的として

開催いたします。

【問合せ先】 神戸市社会福祉協議会　障害者スポーツ振興センター内 こうべ障がい者芸術フェスタ実行委員会事務局
 〒 651-0086　兵庫県神戸市中央区磯上通 3 丁目 1-32 こうべ市民福祉交流センター 4F
 TEL：（078）271-5330　FAX：（078）271-5367

第１回 こうべ障がい者芸術フェスタ

1月25日（木）～28日（日）
平成30年

展示期間


