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第 16回全国障害者スポーツ大会「２０１６希望郷いわて大会」 

堺市選手団の活躍を報告します！！ 
 

今大会は、10 月 22 日～24 日までの 3 日間で６つの個人競技と７つの団体競技が岩手県 

の各地で開催されました。 

堺市選手団は、６つの個人競技に出場してまいりました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツセンターたより 
 
堺市立健康福祉プラザ 堺市堺区旭ヶ丘中町 4丁 3番 1号 ℡072-275-5029 Fax072-243-4545 

堺市選手団の派遣期間は、10 月 20 日（木）～25 日（火）の６日間 

          団 長  涌井 忠昭 

（関西大学 人間健康学部教授） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       選手団キャプテン 

       羽田 加寿男 

     （フライングディスク競技） 

 

全員がメダルを獲得するのが目標でし

たが、残念ながら獲得できなかった選手

もおりましたが、選手全員怪我なく無事

に今大会を終えることが出来て良かった

です。キャプテンとして、成績が悪かっ

たので本当に申し訳ありません。監督、

コーチ、スタッフの皆さんお世話になり、 

ありがとうございました。 

 

 

 

堺市選手団  獲得メダル数 ２４ 個 

金メダル １３ 個  銀メダル ５ 個  銅メダル ６ 個 

メダルを獲得できた選手、残念ながらわずかなところでメダルに届かなかっ

た選手もいましたが、選手たちの躍動感溢れるプレーは私たちに感動を与えて

くれました。また、全国から集まった多くの仲間や、地元岩手県の実施本部員

の方および学生ボランティア等との交流は、楽しい思い出としていつまでも心

に残ることでしょう。 

大きな怪我や事故もなく無事帰ってくることができたのは、堺市、監督、コ

ーチ、スタッフ、総務および役員等すべての方々のご協力のお陰と思います。

ありがとうございました。 

来年の全国大会は愛媛県で開催されます。スポーツに取り組む多くのみなさ

ん、来年の全国大会、そして 2020（平成 32）年の東京パラリンピック大会

出場に向け頑張りましょう。また、現在スポーツに取り組まれていない方は、

この機会にスポーツをはじめてみませんか。 

最後に、障害者スポーツの普及・振興に対し今後もご理解とご支援を賜り 

ますことをお願い申し上げ、第 16 回全国障害者スポーツ大会 

2016 希望郷いわて大会の報告とさせていただきます。 
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各競技の競技結果・大会の様子は下記の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸賀さんには、Wheelchair Football との

出会いから現在されている活動などを話

していただき、選手には「何があっても諦

めずに最後まで頑張ること！」とエールを

送ってくださいました。 

糸賀さんには、Wheelchair Football との

出会いから現在されている活動などを話

していただき、選手には「何があっても諦

めずに最後まで頑張ること！」とエールを

送ってくださいました。 

陸上競技 

競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

２５ｍ自由形 ２１”７９ ３位

５０ｍ平泳ぎ ５４”１１ １位

２５ｍ自由形 ３０”８９ ３位

５０ｍ自由形 １’１１”２８ ３位

２５ｍ平泳ぎ １５”４２ １位

５０ｍ平泳ぎ ３３”４１ １位

水泳競技

築澤　勇

築澤　誠

廣田　真一

競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

ジャベリックスロー ２８ｍ７３ｃｍ １位

砲丸投 ９ｍ２６ｃｍ １位

１００ｍ １３”４０ ７位

２００ｍ ２７”０６ ４位

ソフトボール投 ２６ｍ４７ｃｍ １位

砲丸投 ６ｍ２１ｃｍ １位

８００ｍ ２’１２”２５ ６位

４００ｍ ５６”３８ １位

１００ｍ １３”６３ ２位

走幅跳 ４ｍ３２ｃｍ １位

２００ｍ ３１”２６ ２位

４００ｍ １’１６”３３ ３位

１００ｍ １３”２０ ６位

２００ｍ ２６”５２ ６位

１００ｍ １３”５１ ６位

２００ｍ ２７”６７ ７位

山田　直人

平井　良和

松本　志伸

十代　茜

平井　良和

松下　拓矢

十代　茜

吉川　瑛葉

松本　志伸

山田　直人

４×１００ｍリレー ５１”３２ ４位

市川　恭子

陸上競技

秋山　正輝

初出場で自己ベストを更新された選手や自己ベ

ストに近い記録を出した選手、個々に課題はありま

すが、全種目でメダルを獲得できたことはとても満

足しています。大会では実施本部員やボランティア

の方にサポートしていただき、大会を無事に終える

ことができました。ありがとうございました。 

←↓廣田 真一選手 

← 築澤 勇選手 → 

←↓築澤 誠選手 

北川 仁監督 

←現地の実施本部員の遠藤さん

とボランティアの星宮さん 

水泳競技 

今年は９つのメダルを獲得しました。

2020 年の東京オリンピック・パラリン

ピックが決まり、各都道府県が競技のレ

ベルアップを行っており、厳しい状況で

はありましたが、選手たちが頑張ってく

れました。私たちも他都道府県に負けな

いように切磋琢磨し、競技力を上げてい

きます。 

永山 隆一監督 

左上から 
関総務・永山監督・槿原コーチ・松下選手・山田選手・市川選手・秋山選手・ 

                        野尻看護師・若狭コーチ   

松本選手・十代選手・平井選手・小北スタッフ・吉川選手・久谷コーチ 
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フライングディスク競技 

卓球競技 

ボウリング競技 

    副団長  中村 行伸   

（堺市立健康福祉プラザ  

 スポーツセンター所長） 

 今大会も大変多くの皆さまにサポートをいただき、無事に選手

団派遣を終えることができました。ありがとうございました。 

選手団の活躍がスポーツセンターをご利用の皆さまの力になり、

新たに大会出場をめざしてスポーツに取り組まれる人が増える

よう、岩手大会の選手の頑張りを多くの人へ伝えていきます。 

 

競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

３位

一般卓球 １勝２敗（４点） ３位

一般卓球 １勝１敗（３点） ２位

卓球競技

工藤　沙織

伊藤　雄輝

宮野　智恵

一般卓球 ２敗（２点）

競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

ボウリング 701 ２位ボウリング競技 鍋谷　周平

競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

コンパウンド
３０ｍ

ダブルラウンド
641 １位

アーチェリー
競技

村田　義広

アーチェリー競技 

砂古口 信夫監督 鍋谷 周平選手 

麻生 萌樹選手 坂口 寛選手 

田島 信幸監督 

和歌山大会に続き、３名が代表選

手として参加しました。前回できな

かったことも１年間練習をして良い

内容の試合となりました。 

努力は、３人とも金メダルです。 

小林百子監督 

工藤選手・伊藤選手・宮野選手 

羽田 加寿男選手 

村田 義広選手 

私が堺市のアーチェリー競技の監督をさせてい

ただいてから初めての金メダルということもあり、

大変充実した大会となりました。 

今大会は選手１人でじっくり見れて良

かったです。また、２日間競技に集中し、

大会でノーミスのゲームを出すのは難し

いが出せて良かったと思います。 

今大会では、全員がメダルを取ることができ

日頃の練習の成果が発揮できたと思います。

この喜びを忘れることなく練習を継続して

いきましょう。 
競技名 氏　　　名 種　　　目 記録 順位

ｱｷｭﾗｼｰ　ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ・ﾌｧｲﾌﾞ ９投 １位

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ４３ｍ１５ｃｍ ２位

ｱｷｭﾗｼｰ　ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ・ﾌｧｲﾌﾞ ４投 ６位

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ５６ｍ７５ｃｍ １位

ｱｷｭﾗｼｰ　ﾃﾞｨｽﾘｰﾄ・ﾌｧｲﾌﾞ ８投 ４位

ﾃﾞｨｽﾀﾝｽ　ﾒﾝｽﾞ・ｽﾀﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ４５ｍ６４ｃｍ １位

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ
競技

羽田　加寿男

麻生　萌樹

坂口　寛
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健康福祉プラザをご利用の廣田選手、上地選手が

リオ・パラリンピックへ出場されました！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康福祉プラザでも観戦しました！ 

 

 

 

 

 

廣田 真一 選手（２０） 

 

競泳 

日本時間 ９月１４日 ２１：５８～ 

男子１００ｍ平泳ぎ（SB14）予選２組 

記録： １‘１１“９２  ６位（全体１０位） 

※全体タイム上位８位までが決勝に進出 

 

廣田選手は第 16 回全国障害者スポーツ大会２０１６希望郷いわて大会に堺市代表選手（水泳競技） 

として出場されました。 

上地 結衣 選手（２２） 
 

車いすテニス 

日本時間 ９月１５日 ３：４０～ 

女子シングルス ３位決定戦 

デ フロート（オランダ） ０ － ２ 

            （３ － ６） 

            （３ － ６） 

見事！銅メダル獲得！！ 

廣田選手、上地選手お疲れ様でした！！ 
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 「障害者週間フェスティバル」の一環として、その日初めて出会った方たちと１つのチームになり、チーム内

の２人でポイントをまわりながら、タスキをつなぎます。障害の有無や世代を超えて、参加者同士のふれあいを

通して、各障害への適切な介助方法やお互いを理解し、共に支えあう社会のきっかけをつくります。チームは主

催者側でお申し込みいただいた皆様を様々な障害や年齢の方がチームになるよう構成します。    

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日  時  平成 2８年 12 月４日（日） 13:00～16:00 

       12:30 受付開始（体育室） 

■場  所  堺市立健康福祉プラザ 

■対  象  障害のある方・ない方どなたでも参加いただけます。 

■定  員  100 名 

■持 ち 物  運動のしやすい服装、飲み物等 

■申込方法  申込書に必要事項を記入のうえ、下記【申込先】の直接持参いただくか、郵送または FAX 

    でお申し込みください。電話でのお申し込みは受け付けません。FAX でのお申し込みの 

    場合は、送信確認をお願いいたします。 

    【申込先】 堺市立健康福祉プラザ スポーツセンター  

    地下 1 階スポーツセンター受付 

    〒590-0808 堺市堺区旭ヶ丘中町４丁 3 番 1 号 

    ＴＥＬ 072-275-5029 ＦＡＸ 072-243-4545 

    【申込締切】平成 2８年 11 月 21 日（月）必着 

    定員を超える場合は、抽選にて参加者を決定いたします。抽選の結果、 

    参加できない方には 11 月 28 日（月）までにご連絡いたします。 

    連絡のない場合はご参加いただけます。 

 

視覚・聴覚・知的 

肢体不自由・車いす使用

者・精神・その他難病等

各種障害 

小・中・高校生 

大学生、短大生、 

プラザ内機関職員他 

どなたでも 

ボランティアリーダー 

タイムスケジュール 

時間    内容 

12:30 受付 

13:00 開会 

  チームミーティング 

14:00 駅伝スタート 

15:40 閉会式 

16:00 終了予定 

 チームで設定した目標タイムでのゴールをめざします。 

プラザの外へ出かけるコースも設定しています。歩く、

走るなど、ご自身のペースで協力しながらタスキをつな

ぎましょう！ 
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今年も を開催いたします！！ 
 

ｔ 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

指定管理者：堺市社会福祉事業団・堺障害者団体連合会・フィットネス 21事業団 共同事業体 

糸賀さんには、Wheelchair Football との

出会いから現在されている活動などを話

していただき、選手には「何があっても諦

めずに最後まで頑張ること！」とエールを

送ってくださいました。 

糸賀さんには、Wheelchair Football との

出会いから現在されている活動などを話

していただき、選手には「何があっても諦

めずに最後まで頑張ること！」とエールを

送ってくださいました。 

糸賀さんには、Wheelchair Football との

出会いから現在されている活動などを話

していただき、選手には「何があっても諦

めずに最後まで頑張ること！」とエールを

送ってくださいました。 

日 時  平成２８年１１月２３日（水・祝） 

     １１：５０～ （受付開始） 

１３：３０～ （競技開始） 

対 象  ２５ｍ以上泳げる小学生以上の方 

定 員  １００名（障害のある方優先） 

参加費  無料 

申込締切  平成２８年１１月１４日（月）<必着> 

申込方法  申込書に必要事項を記入のうえ、健康福祉 

     プラザスポーツセンター受付に直接持参し 

ていただくか、郵送もしくは FAX でお申 

し込みください。 

 

申込用紙はスポーツセンター受付前に設置または 

ホームページからダウンロードしていただけます。 

競技種目 １００ｍ個人メドレー 

     １００ｍ・５０ｍ・２５ｍ平泳ぎ 

     １００ｍ・５０ｍ・２５ｍ背泳ぎ 

     １００ｍ・５０ｍ・２５ｍバタフライ 

     １００ｍ・５０ｍ・２５ｍクロール 

     ２５ｍ自由種目 

     １００ｍリレー（25ｍ×4）   

皆様のご参加をお待ちしております！ 

障がい者スポーツ指導員（初級） 

養成講習会開催のお知らせ 

■開催日と時間 

 平成 29 年 1 月 15 日（日） 

        1 月 22 日（日） 

         1 月 29 日（日） 

     ９：００～１８：００ 

■開催場所 

 堺市立健康福祉プラザ  

３階 大研修室 

 

■受講料 

 無 料 

 （別途テキスト代が必要です） 

 テキスト： 教本（2,500 円） 

    競技規則集（1,000 円） 

■申込方法 （定員４０名程度） 

 申込用紙に必要事項を記入の上、堺市立健康福祉プラザ 

スポーツセンターへ持参、または郵送、FAX にてお申し 

込みください。 

（定員４0 名を超えた場合は、堺市在住在勤の方優先の上抽選します） 

※詳細は健康福祉プラザスポーツセンターへお問い合わせ 

ください。 
 

〒590－0808 

堺市堺区旭ヶ丘中町４丁３番１号 

堺市立健康福祉プラザ スポーツセンター 担当者：鍋島・上野 

TEL：072－275－5029 FAX：072－243－4545 

～みんな輝いているのを知っていますか？ 

あなたも輝いている「ヒト」に出会ってみませんか？～ 

・ヘルパーやキック板使用しても OK！ 

・参加者全員に記録証を授与します！ 

・リレーは１人からでも申し込めます！ 


