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神戸市障害者スポーツ大会
第61回

神戸市における障害者スポーツの祭典、第61回神戸市障害者スポーツ大会が3年ぶりに開催されました。
全5競技、延620人の選手が、熱戦を繰り広げました。

この大会は令和4年10月29日（土）～31日（月）にかけて栃木県で開催予定の“第22回全国障害者スポー
ツ大会『いちご一会とちぎ大会』”への出場をかけての選考会も兼ねています。

日　程：…令和4年4月24日（日）
会　場：…神戸市立中央体育館
参加者：…160名（身体障害54名・知的障害100名・精神障害6名）

第 61回神戸市障害者スポーツ大会の中で最初に開催
された卓球競技。新型コロナウイルス感染症対策として、
2部制（午前：身体障害の部、午後：知的・精神障害の
部）で開催しました。
コロナ禍で思うように練習が出来なかった選手もいま
したが、久しぶりの大会に一打ごとに真剣な表情でプ
レーしている姿や、試合ができることを楽しむ姿が各
コートで見られました。大会当日は雨にも関わらず、サ
ウンドテーブルテニスの会場も含めて多くの応援の方が
試合を見守りました。

【卓球競技】

サウンドテーブルテニス

表彰式

日　程：…令和4年5月15日（日）
会　場：…王子スポーツセンター体育館
参加者：…7名（身体障害7名）

パラリンピックの正式種目でもある、ボッチャ競技。
昨年度に全国障害者スポーツ大会の正式種目となったこ
とを受け、神戸市障害者スポーツ大会の種目に新たに追
加されました。
昨年度は新型コロナウイルス感染防止のため中止とな
り、今回が神戸市大会で初めてのボッチャ競技の開催と
なりました。参加者もまだまだ少なく、初めての大会に
選手の皆さんも緊張の様子が見られ、投球もなかなか思
い通りにいかず苦戦され悔しい結果に…。という方もお
られました。
大会終了後は来賓の方々も参加者と一緒にボッチャ競
技を体験し、「とても楽しい！！」と交流を楽しまれました。

【ボッチャ競技】

座位開会式

体験会立位

開催報告
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アキュラシー

ディスタンス

日　程：…令和4年5月21日（土）
会　場：…神戸市立王子スタジアム
参加者：…124名（身体障害44名・知的障害63名・精神障害17名）

晴天に恵まれたフライングディスク競技。午前はア
キュラシー競技（10投中ゴールに何投通るかを競う）
が行われ、風もなく一投ごとに集中して投げる様子が各
サイト（競技を行うスペース）でみられました。ディス
タンス競技（飛距離を競う）が行われた午後からは、一
転して強い風が吹き、その影響もあり記録が思うように
伸びないこともありました。それでもより遠くをめざし
て力強くディスクを投げ、自己の記録に挑戦されていま
した。

【フライングディスク競技】

走り幅跳び（視覚障害）

ソフトボール投げ（肢体障害）

日　程：…令和4年5月22日（日）
会　場：…ユニバー記念競技場（神戸総合運動公園内）
参加者：…238名（身体障害61名・知的障害177名・精神障害0名）

神戸市障害者スポーツ大会の中で、もっとも参加者が
多い陸上競技も、今年は例年の半数以下の人数となりま
した。新型コロナウイルス感染症対策のうえ、熱中症が
心配される暑さの中、走競技、跳躍競技、投てき競技、
の各競技で選手の皆さんは奮闘。3年ぶりの大会で、持
てる力を発揮し、メダルを目指して全力を尽くしました。

【陸上競技】

日　程：…令和4年5月29日（日）
会　場：…市民福祉スポーツセンター　10階プール
参加者：…90名（身体障害20名・知的障害70名・精神障害0名）

新型コロナウイルス感染症対策としてプール入場への
人数制限があるため、2部制（午前：知的・精神障害の部、
午後：身体障害の部）、無観客で開催しました。選手の
皆さんは、それぞれの障害区分・年齢区分で、自身の記
録や目標に向かって全力で競技に臨みました。なかなか
練習が思うようにできない中での大会開催でしたが、大
会新記録を樹立される選手もおられました。

【水泳競技】
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3年ぶりの大会開催への願いが通じたのか、開会式直前まで
の雨も止み、全国各地から予選を勝ち抜いた16チームが2日間
を通して日本一を目指し、各試合で熱戦を繰り広げました。地
元神戸からは「神戸コスモス」が出場しましたが、惜しくも2回
戦敗退となりました。
決勝戦は、名古屋ビクトリーvs岡山桃太郎。両軍エースによ
る投げ合いで”投手戦”の白熱した試合となりました。激戦を
制した名古屋ビクトリーが優勝を果たしました。
また今回は、選手と地元神戸の子どもたちとの交流の場とし
て、少年野球選手を招待し大会2日目に始球式を行いました。

歴代最多優勝を誇る神戸コスモス

少年野球チームによる始球式 優勝に輝いた名古屋ビクトリー

日 　 程：令和4年5月14日（土）・15日（日）
会 　 場：ほっともっとフィールド神戸・G7スタジアム神戸・若葉学園グランド（協力）
参加チーム：16チーム
競 技 方 法：トーナメント方式

第 30 回 全 国 身 体 障 害 者 野 球 大 会
大 会 結 果

優 勝優 勝 準優勝準優勝名古屋ビクトリー
（愛知）

岡山桃太郎
（岡山）

○ M V P  藤川 泰行（名古屋ビクトリー）
○ 優 秀 選 手 賞… 早嶋　健太（岡山桃太郎）
○ 殊 勲 賞… 宮下　拓也（名古屋ビクトリー）
… 高月　秀明（岡山桃太郎）
○ 敢 闘 賞… 田中　清成（名古屋ビクトリー）
… 浅野　僚也（岡山桃太郎）

ほっともっとフィールド神戸
Ｇ７スタジアム神戸

会…場
令和4年5月14日（土）〜15日（日）日…程

①　名古屋ビクトリー

⑨　仙台福祉メイツ

⑤　広島アローズ

⑬　新潟シリアス

③　京都フルスイングス

⑪　阪和ファイターズ

⑦　香川チャレンジャーズ

⑮　東京ジャイアンツ

②　大阪ジャガーズ

⑩　千葉ドリームスター

⑥　龍野アルカディア

⑭　徳島ウィングス

④　神戸コスモス

⑫　岡山桃太郎

⑧　ぎふ清流野球クラブ

⑯　北九州フューチャーズ
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第30回全国身体障害者野球大会開催報告

身体障害者野球ルールの工夫

　基本的には通常の軟式野球ルールを適用しますが、障がいを考慮し、さまざ
まな特別ルールが設けられています。
【打者代走】
　写真のように、攻撃しているチームのバッター以外に同チームの選手がバッタ
ーボックスの近くに立っています。下肢障がい者で走ることが困難と認められる
選手の打席には、代わりに他の選手の打者代走が認められます。

スタートを切る打者代走
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日 　 程：令和4年8月6日（土）・7日（日）
会 　 場：グリーンアリーナ神戸

皇后杯…第31回日本女子車いす
バスケットボール選手権大会開催報告

3年ぶりに第24回全国シニア選抜車いすバスケットボール大会を開催しました。
参加資格は男子45歳以上、女子40歳以上。ベテランならではの往年の技術と経験を存分に発揮し合い、なか
には70歳を越える選手も。シニア選手が目標とする大会となっています。

日　程：令和4年8月6日（土）・7日（日）
会　場：グリーンアリーナ神戸

優　勝：九州シルバースター（九州）
準優勝：近畿Tsunejirou（近畿）
第3位：関東Knights（関東）

大会結果

車いすバスケットボールの女子クラブチーム日本一決定戦を、2年
半ぶりに有観客にて開催しました。昨年の東京パラリンピックで女子
車いすバスケットボール日本代表選手は 6位に躍進。一方、コロナ禍
のさまざまな制約がある困難の中で、今大会に向けて選手の皆さんは
練習を積み重ねてきました。それぞれが持てる力を発揮し合い、各コ
ートで熱戦が繰り広げられ、会場からは大きな拍手が送られました。
大会はカクテル（近畿）が制し、7連覇を達成、皇后杯を手にしました。
大会の合間に試合コートを使って行なった体験会では、子どもから
大人まで多くの方が参加され、競技用車いすを操作し、ドリブル、シ
ュート、ゲームを楽しんでいただきました。

本大会を成り立ちから支援している当会に対し、
一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟様、
オフィシャルパートナーの三菱電機株式会社様よ
り、競技用車いすを贈呈いただきました。

決勝戦 SCRATCH×九州ドルフィン 車いすバスケットボール体験会

優　勝：カクテル（近畿）
準優勝：Wing（関東）
第3位：SCRATCH（東北）
第4位：九州ドルフィン（九州）
第5位：パッション（四国）
第6位：ELFIN（関東）

大会結果

【競技用車いす贈呈式セレモニー】

競技用車いす
贈呈式セレモニー

第24回全国シニア選抜車いすバスケットボール大会開催報告
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全国障害者スポーツ大会とは
全国障害者スポーツ大会は、障害のある選手が競技等を通じ、スポーツの楽しさを体験するとともに、多くの人々
が障害に対する理解を深め、障害のある人の社会参加を推進することを目的として開催される国内最大の障害者
スポーツの祭典です。
大会は3日間の会期で開催され、全国から都道府県・指定都市の選手団約5,640人が参加します。個人7競技、団
体7競技の、合わせて14競技及びオープン競技（3競技）が実施されます。

4月～5月にかけて開催された神戸市障害者スポーツ大会（卓球競技･ボッチャ競技・フライングディスク競技･陸上
競技･水泳競技）や、各競技における大会での成績等をもとに選考され、第22回全国障害者スポーツ大会に神戸市代
表として参加される32名の選手をご紹介します。神戸市選手団として10月28日（金）～11月1日（火）栃木県へ赴きます。

神戸市選手団紹介

2022年（令和4年）10月29日（土）〜31日（月）

大会開催期間

陸上競技

有熊 宏徳
小倉 慎司
上部 美帆
中本  裕
永友 達雄
松盛 晴己
篠田 竜輝
髙屋 百々花
近藤 友介
竹内  蓮
建沼 駿輝
安西 龍一
波岡 健治
小川 晃弘
小島 柊斗
則枝 亜季

アーチェリー

松本 祐治

フライング
ディスク
八尾 清和
大脊戸 徹
松本 征真
吉谷 陽姫

ボッチャ

安積 弘一
大迫 恵子

水　泳

上園 温太
笠本 明里
久永 和典
光田 蒼生

第22回全国障害者スポーツ大会

「いちご一会とちぎ大会」

神戸市代表選手

大会ホームページへ▶

卓　球

山田 哲郎
松田 啓子
嘉野 陽介
播田 美鈴
福田 正美

神戸市選手団が
参加します！
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こうべ障害者音楽フェア2022

出演者プロフィール

〈Miki Hirose Jazz Orchestra feat. CHAKA〉
日本を代表するトランペッター広瀬未来が率いるジャズオー
ケストラ。2014年、広瀬のニューヨークからの帰国と同時に
活動開始。NY在住時、数々のビッグバンドを渡り歩いた広瀬
の作編曲を演奏する。日本のトッププレイヤーを擁し、日本各
地のライブハウス、ジャズフェスティバルに出演、大好評を得
ている。2016年に「DEBUT」、2021年に「Rel igh t , 
Delight」を発表。

Special Guest Vocal: CHAKA
Vocal: 平野翔子
Saxophones: 柏谷淳 、古山晶子、武井努、高橋知道
Trombones: 礒野展輝、細川涼介
Trumpets: 広瀬未来、中村葉月
Piano: 中島徹
Bass: 宮野友巴
Drums: 坪田英徳広瀬未来 CHAKA 平野翔子

〈りょう〉

コンビ名の「デフブラモンキー」は、聴覚と視覚の障がいを意味する英単語を組み合わせている。
◆玉城忍（たまき　しのぶ）
1975年京都生まれ、全盲の唄三線奏者。父方が沖縄出身で、暮らしの中で三線の音色を聴き
育ち、琉球民謡などを学ぶ。2002年、先天性緑内障により失明。失明後も独自に唄三線の研鑽
を重ね、2017年、琉球民謡コンクール最高賞受賞。2018年、三線教師免許を取得。現在は、京
都を拠点に演奏活動と併せて、三線教室を主宰。
◆木谷亮太（きたに　りょうた）
1983年神戸育ち、感音性難聴で本職はサラリーマンの三線奏者。1989年（平成元年）に原因
不明で難聴と診断される。2005年のある日、流れてきたその音色に聞き惚れたのが三線との
出会い。沖縄三線での発声により、発音やコミュニケーション能力の向上を実感。沖縄や神戸で
出演経験を重ね、2018年、琉球民謡コンクール最高賞受賞。2021年、三線教師免許を取得。
コンビとしては2018年から関西を中心にライブ活動。互いの個性を活かした音楽で「こんな生
き方があるんだ」「『生きる』ことは素晴らしいんだ」等、勇気や希望を届けたい思いで活動してい
る。今回は、パワフルで情熱的なボーカルとギターを武器に圧倒的な存在感を放つ「ゴーゴー木
村」とともに出演。

〈デフブラモンキーwithゴーゴー木村〉
1991年生まれ。大阪府出身。曾祖母の
影響で、物心ついたころから日本舞踊
に興味を持つ。5歳で飛鳥流、飛鳥峯王
（あすかみねお）氏の下に入門し、日本
舞踊アカデミーASUKAの一員として
様々な公演に出演。幼稚園では周りの
友達が演歌に興味を持たないことに違
和感を持ちながら過ごす。好きが高じ
て始めたものまねで周囲を喜ばせる
と、ステージに立つようになり、2013
年フジテレビ「ものまね紅白歌合戦」で
小林幸子氏のものまねを披露し優勝。
2018年フジテレビ「ものまね王座決
定戦」では水前寺清子氏のものまねで
優勝。小林幸子氏本人から衣装を譲り
受けるなど、多くの歌手から公認を得
る。歌手本人に対するリスペクトから生

まれる、細部の仕草まで熱心に研究するこだわりと、日本舞踊で身に着けた所
作、そして確かな歌唱力が、圧巻のパフォーマンスを実現させている。自身が歌
手からもらった感動や生命力を、聴く人にも感じてほしいと願う。2022年には
芸名を「君島遼」から「りょう」に改名。
《主なテレビ番組》　
フジテレビものまね紅白歌合戦、フジテレビものまね王座決定戦、嵐にしやが
れ、ダウンタウンDX、水前寺清子情報館、笑点特大号、月曜から夜ふかし、等
《レパートリー》　
小林幸子、美空ひばり、ちあきなおみ、水前寺清子、氷川きよし、等

木谷亮太玉城忍 ゴーゴー木村

日　時：2022 年 12 月 24 日（土） 開演 14：00（開場 13：30）～
会　場：神戸新聞松方ホール（神戸市中央区東川崎町 1-5-7 神戸情報文化ビル 4 階）

今年で 16 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 2022JOYFUL CONCERT」を開催いたします。
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、開催しています。クリスマスイブに素敵な音楽をゆっくりと楽しみませんか。多くの方のご来場をお待ちしております。

入場料：小学生以上 1,000 円（全席自由席）※当日券はありません
≪車いす席、情報保障席（手話通訳・要約筆記・磁気ループ）≫

チケット販売所
⃝ 神戸国際会館プレイガイド　TEL：078-230-3300
⃝ e+（イープラス）お近くのコンビニにある発券機で支払い・

受取が可能です。

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

（神戸市社会福祉協議会障害者スポーツ振興センター内）
TEL：078-271-5330　
FAX：078-271-5367 e+（イープラス）

サイトへ

チケット販売中
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4月から体制が変わり障害者スポーツ振興センターに、3名
の職員が仲間入りしました。

【星島】
障害者スポーツ振興センター長に着任しました星島です。皆さん、スポーツを

ENJOYしましょう！

【谷水】
このたび、副センター長に着任しました谷水です。学生の頃はサッカーやソフ

トテニスをしていました。誠心誠意取り組んでまいります。よろしくお願いいた
します。

【足立】
4月から障害者スポーツ振興センターの配属になりました、足立と申します。

精一杯頑張りますのでよろしくお願い致します。

職員紹介

足立檀上

竹中

赤川

センター長
星島

副センター長
谷水

主幹
大久保

奥野

辻
岡崎

※撮影時のみマスクを外しています。

　令和4年 7月～ 8月に全5回のカリ
キュラムを組み、「第 39回初級障がい
者スポーツ指導員養成講習会」を実施し
ました。講義では、障がいの特性及び障
がい者スポーツに関する基本的理解を学
び、車いすバスケットボールやボッチャ
等の実技では、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
を学んでいただくことができました。講
義・実技を通して学んだ事を実践の場で
活かされること、また、初級障がい者ス
ポーツ指導員として継続的に活動される
ことを願っております。

※	新型コロナウイルス感染症予防対策を行い実施し
ました。

24名が受講

実技：サウンドテーブルテニス 実技：車いすバスケットボール

第39回初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

次回は
令和5年2月に
開催予定です。

パラスポーツ王国HYOGO&KOBE “夢プロジェクト2022”
一緒にパラスポーツを楽しみませんか？	18種目が大集合！
日 　 時：令和4年11月3日（水・祝）10：00～16：00
場 　 所：しあわせの村（神戸市北区しあわせの村1-1）
そ の 他：無料・申込不要　どなたでもご参加できます。

トレイルオリエンテーリング大会
日　　時：令和4年11月13日（日曜日）13：00～（予定）
場　　所：しあわせの村　（たんぽぽの家付近）
申込受付：10月26日（水）必着　50組（先着順、定員になり次第終了）
そ の 他：参加無料

イベント・大会のおしらせ
第35回神戸市障害者
ふれあいロードレース大会
日 　 程：令和4年 11月26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
そ の 他：参加無料

※ 詳しくはホームページまたは、障害者
スポーツ振興センターまでお問合せく
ださい。

申込はコチラから

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 http://www.kobesad.jp/
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