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令和 3 年度広島県障害者スポーツ協会強化指定選手決定
令和 3 年度一般社団法人広島県障害者スポーツ協会強化指定選手 11 名，準強化指定選手として 12 名
が決定いたしました。
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により，多くの大会が中止となり，新規の募集を行うことができ
ませんでした。令和 3 年度は令和 2 年度の選手を継続し支援を行います。皆さま，選手の活躍にご期待
下さい。
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日頃より，会員の皆さまには当協会へご支援を賜り，心より感謝申し上げます。
全国，また広島県内でも障がい者スポーツへの関心は高まっております。全国や世界で活躍するアスリ
ートも増えております。引き続き，会員の皆さまにはご支援賜りますよう，お願い申しあげます。
また，継続の際に特別会員と賛助会員で年会費が異なりますのでご注意ください。会費につきましては
下図をご確認ください。
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特別会員―A 賛助会員―B
個人会員―１ 団体会員―２
【年会費（１口）】
個人特別…1,000 円

個人賛助…1,500 円

団体特別…10,000 円

団体賛助…15,000 円

悠

令和 2 年 11 月 22 日（日）にスポーツ交流センターお
りづるで第 1 回広島県障害者ボッチャ競技大会を開催しま
した。第 21 回全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会
（以下，全スポ）からボッチャ競技が開催されることとな
っており，この大会は全スポに出場する予選会も兼ねて実
施しました。大会に出場できる選手の障害区分が重度とな
っており，出場選手は立位，座位含め 10 名でした。一投
ごとに静寂の中，選手は集中してボールを投げ，投げ終わ
選手宣誓をする 和田 選手。

と歓声があがったり，白熱した試合が繰り広げられました。
ボッチャは障がいの有無，老若男女問わず誰でも楽しめ
るスポーツです。ぜひ地域のイベントや施設でのレクリエ
ーションとして取り入れてみてはいかがでしょうか。

立位の部：優勝 江種 佑輔 選手
座位の部：優勝 阿部 光汰 選手
自力で投げることのできない選手がランプを使用して競技する様子

令和 2 年 11 月 23 日（祝），四者協定イベントとして，イオンモー
ル広島祇園店で「イオン de パラスポ」のイベントが開催されました。
このイオン de パラスポは地域の方に共生社会への理解の醸成やパラ
スポーツを楽しくわかりやすく知ってもらう，2020 パラリンピック
への関心等を目的に全国各地で行われています。今回は四者協定イベ
ントとタイアップし開催しました。当日は吉本興業の芸人や広島トッ
プアスリートによるトークイベント，車いすバスケットボールとボッ
チャの体験イベント，また，新型コロナウイルスの状況を考慮し，地
域のパラスポーツに関心のある方々と中継を繋ぐオンラインイベン

トークショーの出演者とオンライン参加者での集合写真

トも行われました。
当協会が携わったパラスポーツ体験イベントではお客様が楽しん
で参加され，目的に沿ったパラスポーツの関心を高めることができた
イベントになったと思います。

車いすバスケットボールの体験の様子

当協会強化指定選手の 古満 渉 選手が東京パラリンピックボッチャ競技の代表選手に内定しました。ボッ
チャ競技は前大会のリオ大会のチームで銀メダルを獲得しており，期待は高まっています。11 月に開催した
ボッチャキャラバンでも代表内定されるよう頑張りたいと話していたため，非常に嬉しいニュースです。「地
元で連携して本番に向け焦らず調整していきたい」と話しております。古満選手の応援をよろしくお願いいた
します。
（1 月 14 日の中国新聞記事に内定の記事が掲載されました。）

令和 2 年 11 月 29 日（日）
「第 4 回広島県特別支援学校スポーツ交流会」を開催しました。昨年度に
続き，競技の関心を深めてもらえたらと，ボッチャのボールを寄贈しました。
例年バスケットボールを実施していましたが，今年度は新型コロナウイルス感染拡大の防止のため，バ
スケットは行わず，ボッチャのみの実施とし，県内特別支援学校対抗で対戦しました。広島市立特別支援
学校の中尾校長先生から開会式で流行の「鬼滅の刃」にちなみ，“全集中”でとエールが送られましたが，
生徒の皆さん集中し真剣に競技をしておりました。
閉会式では，当協会にボッチャの寄贈に対する感謝状をサプライズでいただきました。閉会後には各学
校から「是非また来年！」
「来年は優勝」と声が聞こえ，大成功の会となりました。

参加者全員の集合写真

試合前の様子。きちんと挨拶して始めます。

左から中尾校長先生，事務局静村

令和 2 年１２月１２日（土）に公益財団法人日本障がい者スポーツ協会主催，
「JAPAN RISING STAR

PROJECT」が広島で開催されました。この企画はオリンピック・パラリンピック等国際競技大会に出場
してみたい中・高校生や障害者の夢を応援し，世界で輝くトップアスリートを発掘するプロジェクトで
す。広島会場では中四国のエントリーがあった選手が集まり，基礎体力測定やパラリンピック種目の競技
団体による相談会が行われました。測定員も県内の理学療法士を中心とした障害者スポーツ指導員の資
格を持った方にお願いし，地域密着型のプロジェクトとなりました。参加した方から世界で活躍するアス
リートが発掘されることを願っています。また広島県障害者スポーツ協会として今後も支えていきたい
と思います。

会場内にはカメラが設置され，選手の様子を撮影

形態測定の様子

ボッチャキャラバン２０２０ in ひろしま 天谷宗一郎さん，岩崎恭子さんのお話
ボッチャキャラバン２０２０のイベント後にお二人からお話を伺うことができました。前号，広報誌 18 号にてお知らせしました通
り，お二人のインタビューを掲載させていただきます。
岩崎 恭子 さん

天谷 宗一郎 さん

ボッチャは体験会で何度かやらせて頂いた

たくさんスポーツがあり，どれも奥が深いですが，ボッチャ

ことはありましたが，選手の間近では初めて

はトップクラスで奥が深いのではないかと感じました。相手

で楽しかったです。もっと選手を知ってもらう

もいる中で駆け引きや相手のミスもうまく使いながら行

機会が増えていけばと思います。

ので，技術だけでなく，新しい戦術もこれから出てくると

これからも応援しています。

思うと，とても興味深く，楽しかったです。

令和 3 年 1 月 9 日（土）～11 日（祝）に開催する予定でした「令和 2 年度初級障がい者スポーツ指導員養
成講習会は新型コロナウイルスの感染拡大の傾向が強まっていたため，やむを得ず中止となりました。受講を予定し
て方々には大変申し訳ございません。令和３年度につきましては未定ではございますが，同時期の開催を検討し
ております。募集が始まりましたら，多数の申し込みをお待ちしております。開催については通知，ホームページでご
確認お願いいたします。

■第 15 回広島県障害者陸上競技大会
（兼第 21 回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」広島県代表選手選考会）

場所：東広島運動公園陸上競技場 令和 3 年５月 9 日（日）
■第 23 回広島県障害者水泳競技大会
場所：スポーツ交流センター 令和 3 年 4 月 29 日（木・祝）
■第 21 回広島県障害者フライングディスク競技大会
場所：東広島市運動公園 令和 3 年６月 27 日（日）
■第 2 回発達支援サッカー大会ジーニアスカップ 2021 令和３年４月３日（水）
■ASTC アジアトライアスロン選手権 2021 廿日市 令和３年４月２3 日（金）～２5 日（日）
ありがとうございました。
●ご入会ありがとうございました。

団

体

<特別会員>
スタークラブ
令和２年 11 月 1１日～令和３年３月 1 日までに新規登録の個人・団体を掲載しています。
～ あとがき ～
【ボッチャキャラバン裏話】カープ OB 天谷さ
んにお話を伺いました。現役時代からめちゃく
ちゃファンだったので，あまりの緊張に手が震
えてメモが取れませんでした…笑（鈴木）
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＜広島県障害者スポーツ協会事務局＞

〒739-0036 広島県東広島市西条町田口 295-3
スポーツ交流センター内
Tel 082-426-3333 Fax 082-425-6789
Mail hiroshima-psa@vesta.ocn.ne.jp

