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熊本県障害者
スポーツ・文化協会だより

2019年度熊本県パラスポーツ強化指定選手（KPAS）
車いすラグビー

のりまつ

乗松

せいや

聖矢（29）

荒尾市在住／車いす

卓

かきた

とみた

富田
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宇宙（30）

東京都在住／視覚

車いすフェンシング
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藤田

みちのぶ

道宣（32）

神奈川県在住／車いす

柔

ひらい

平井

道

たかあき

孝明（37）

熊本市在住／視覚

東京
パラリンピック
東京2020
2020パラリンピック

車いすラグビーワールド
チャレンジ 2019 （銅メダル）

垣田

水

球

なりあき

斉明（34）

八代市在住／上肢機能障害

コスタリカオープンシングル
（準優勝）

2019パラ水泳世界選手権大会
（400mFr・銀、100mFly・銀、200mlm・４位）

2019 ワールドチャンピオンシップ
（13 位）

５人制サッカー

車いすバスケットボール

くろだ

黒田

ともなり

智成（41）

東京都在住／視覚

2019 アジア選手権 （４位）

温かい御支援ありがとうございます
当協会は、平成８年設立以来、熊本県内に在住される障が
い者の方々のスポーツ並びに文化の振興を図り、心身の健全
な発達に寄与し、積極的な社会参加を促進して参りました。
熊本県をはじめ、当協会の特別会員である各市町村の皆様
方の御支援により事業の推進が図られてきたものと思ってお
ります。
当協会としては障がい者がより身近な地域でスポーツや文
化に取り組むことができるよう、熊本県や各市町村の支援を
仰ぎながら、各関係団体等と連携し障がい者の支援に努めて
参りたいと思っています。今後とも、会員の皆様の温かい御
支援をいただきますようよろしくお願いいたします。

熊本県障害者スポーツ・文化協会
〒 861-8039 熊本市東区長嶺南 2 丁目 3 ｰ 2
TEL 096-383-6553 FAX 096-383-6554
E-mail kumamoto.s.c.a.d@mms.bbiq.jp
ホームページ http://www.kscad.jp/
この協会だよりは、皆様方の会費により発行させていただいております。

ひらい

平井

OBSA 柔道アジアオセアニア
選手権大会 （３位）

み き

美喜（37）

熊本市在住／車いす
日本選手権 （７位）

よう！

みんなで応援し

会員を募集しています
当協会は、スポーツや文化を架け橋として、障がいのある人
もない人も「ともに生きる」社会の実現を目指して取り組んで
参ります。そのためには、多くの皆様の御支援をいただくこと
が 何 よ り で す。
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令和元年度

初級障がい者スポーツ指導員
養成講習会
【３日間】
令和元年 11月30日（土）
・12月１日（日）
・７日
（土）
主
催：熊本県障害者スポーツ・文化協会
実施主体：熊本障がい者スポーツ指導者協議会
熊本県社会福祉事業団事業課会議室にて、令和元年度の初級障がい者スポーツ指導
員養成講習会が３日間の日程で行われました。
この講習会は、障がい者スポーツの基礎的な知識と技術を習得し、障害者に対する
スポーツの指導を行う指導員を養成することによって、障がい者スポーツの普及と振
興を図ることを目的としています。
例年多くの方々が参加されますが、今年は東京2020パラリンピックの開催を控え
ていることもあり、熊本県下から32名の参加がありました。学生から社会人の方ま
で幅広いジャンルの人たちが集まり、それぞれの立場から「障がい者のスポーツ」を
学びました。
参加された皆さんは、全課程を終了後、日本障がい者ス
ポーツ協会公認の障害者スポーツ指導員（初級）の資格を
取得されました。

熊本県
車いすバスケットボール連盟
大変です！メンバーが足りません！
メンバー募集中です。
①車いすバスケに興味のある方
②バスケットボール経験者
③バスケットボールが好きな方
④「スラムダンク」・「リアル」・「あひるの空」
「黒子のバスケ」など読んだことがある方
⑤バスケットボールという言葉を聞いたことがある方
上記①～⑤のうち一つでも当てはまっていたら、ご連絡を
お願いします。
練習は、毎週木曜日、19時～ 21時、
熊本県身体障がい者福祉センター体育館にて行っています。
お気軽にご連絡ください。

代表 矢野 賞太（やの しょうた）
連絡先メール showyanootr@yahoo.co.jp
リスキー熊本
Facebook
で検索
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熊本県グランドソフトボール協会
熊本県グランドソフトボール協会は、野球をこよなく愛する若者からおじ
さままで活動しています。
毎年5月に開催される九州大会、9月にある火の国杯の優勝を目指して、
熊本県立盲学校のグラウンドを借りて、毎週日曜日に練習を行っておりま
す。
選手は視覚障害の手帳をお持ちであれば大会に出場できます。また、晴
眼者（せいがんしゃ：視覚に障害のない者）の方もランナーコーチとして参
加しています。
ルールは、ソフトボール競技を基に作られています。1チーム10人で行い
ますが、4人以上は全盲者がプレーしなければいけません。投手はアイシェー
ド（目隠し）を装着し、捕手が叩く手の音で投げる方向を決めボールを転
がします。ほかに、全盲者が捕球すればアウトになる、音が頼りなので試
合中声や音を出してはならないときがあるなど、面白く作られています。
興味がある方は、是非見に来てください。

事務局
連絡先

竹林 淳（たけばやし
090-1347-2837

まこと）

第18回 くまもと障がい者スポーツ大会
平成31年４月21日（日）
水泳競技

熊本市総合屋内プール（アクアドーム）

令和元年５月12日（日）
陸上競技

熊本県民総合運動公園

フライングディスク競技

同

陸上競技場
スポーツ広場

卓球競技

熊本県身体障がい者福祉センター体育館

ボウリング競技

ワンダーボウル南熊本

第19回 くまもと障がい者スポーツ大会
主催

■参加選手資格

第19 回全国障害者スポーツ大会

熊本県・熊本市

県内に住所を有する方又は県内の施設、学校等に在籍している方で、令和２年４月１日
現在13歳以上であり、
①身体障がいのある方（身体障がい者手帳をお持ちの方）
②知的障がいのある方（療育手帳をお持ちの方又は取得の対象に準ずる障がいのある方）
③精神障がいのある方（精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は、取得の対象に準ず
る障がいのある方）は、卓球競技のみ参加可能
愛称：いばラッキー

■参加申し込み先

住民票のある住所又は施設、学校等の所在地を管轄する各市町村の障がい者福祉所管課

実施競技等
水泳競技
令
和
２
年
度

４月26日（日） フライングディスク競技

会場
（予定）
熊本市総合屋内プール
（アクアドームくまもと）
熊本市総合屋内プール多目的広場

ボッチャ競技（プレ開催） 熊本県身体障がい者福祉センター体育館
開会式・閉会式
５月24日（日）

陸上競技
ボウリング競技
卓球競技

熊本県民総合運動公園陸上競技場
LTBボウル水前寺
熊本県身体障がい者福祉センター体育館

令和元年 10 月 12 日
（土）～ 14 日
（月）

に開催予定の今大会は、台風 19 号の接
近に伴う影響を考慮して中止となりまし
た。

選手・役員共々活躍を期待して練習に

励んできただけに、落胆は大きかったよ

うですが「来年、鹿児島での大会に出場
できるように頑張ります。
」という声も多
く聞かれました。

皆さん「2020 燃ゆる感動かごしま大

会」出場目指して頑張ってください。
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スポーツ・文化イベント

第39回熊本県障がい者ゲートボール大会
平成31年4月25日
（木）
開催

場所：熊本市南部総合スポーツセンター

今大会は、熊本県下各市町村より約100名の選手、役
員及び応援を得て開催されました。
平成最後の大会ということもあり、力の入ったものと
なりました。
当日は最高気温25℃を超える夏日となりましたが、日
頃の練習で鍛えた身体で楽しく和やかに大会を終えるこ
とが出来ました。暖かいご声援ありがとうございました。
【親善試合】
【チャンピオン戦】
優 勝 天草市 B チーム
優 勝 天草市 A チーム
準優勝 熊本県肢体協会 B チーム
準優勝 八代郡氷川町チーム
3 位 上益城郡山都町チーム

第16回熊本県障がい者グラウンド・ゴルフ大会
令和元年5月25日
（土）
開催

場所：阿蘇市農村公園あぴか

最高気温30℃を超える晴天の中、熊本県下各市町
村より団体戦45チーム、個人戦297人、役員・応援
を含め総勢400名の参加がありました。
個人戦では同点の場合、ホールインワン数・年齢も
判定に関わることがあり、全選手日頃の成果を発揮し
ました。団体戦では上位入賞チームが、佐賀県で行
われる「第13回九州障害者グラウンド・ゴルフ大会」
（10/25開催）に出場しました。
【団体戦】 優 勝
準優勝
３ 位

阿蘇市 A
阿蘇市 B
葦北郡 A

【個人戦】 優 勝
準優勝
３ 位

後藤 和行
船本 剛朗
古方 徳義

第14回くまもと障がい者ペタンク大会
令和元年11月22日
（金）
開催

場所：熊本県民運動公園

10月18日（金）に開催予定していましたが、
荒天予報のため延期となりました。それでも熊
本県下各市町村より約300名の選手・役員・応

A多目的グラウンド

【優 勝】 西原村 C チーム
【準優勝】 城南町 A チーム
【3 位】 玉東チーム

援者の参加があり今大会の人気の高さがうかが
えました。
時折小雨が降る天候でしたが、日頃の練習で鍛えられた選手たちの元気に支え
られ競技が行われました。58チーム中上位8チームの勝ち数が並ぶ熱戦が繰り広
げられ、選手の方々の覇気を身近に感じました。
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Sports & Culture
第14回熊本県障がい者オセロ大会
令和元年９月21日
（土）
開催

場所：熊本県社会福祉事業団事業課会議室

熊本県下各市町村より、選手・応援者・役員あわせ

て約60名参加を得て開催されました。

この大会は総当りの個人戦で行われるので、選手の

皆さんは緊張の一日となりました。

オセロ大会は様々な施設で開催されていることも多

く、毎年腕を磨いて参加される方もいらっしゃいます。
競技役員・補助員を務めていただいた学生及び一般ボ
ランティアの方々ご協力ありがとうございました。

【優 勝】 櫻田
【準優勝】 清田
【３ 位】 小林
※以下 32 位まで

正満
一真
幸子

第35回くまもと車いすふれあいジョギング大会
令和元年９月28日
（土）
開催

場所：菊陽町図書館ホール及び特別競技コース

秋の爽やかな天気のもと、くまもと車いすふれ
あいジョギング大会が開催されました。多くの方
に支えられ今大会で35回目を迎えました。歴史の
長さを感じます。県内から約200名の参加があり、
１km・３km・4.5kmのそれぞれのコースにチャ
レンジした後は、だご汁で昼食をとり、ゲストの
玄海竜二さんのトークショーを見て楽しみました。
毎年盛り上がる抽選会では多くの方が賞品を手に
しました。

熊本県
地域精神障がい者スポレク大会
第26回ふれあいピック

熊本県精神障がい者きぼうの家等
文化交流会

令和元年６月20日（木）パークドーム熊本

熊本きぼう福祉センターにて文化交流会が行われました。
新町・天草・熊本の３カ所の施設から47名の参加があり
大いに賑わいました。午前中は「のど自慢」・「ゲーム」
・
「絵
手紙」に分かれて交流しました。
「のど自慢」では自己アピー
ルや表現力を審査されるとあって会場は高揚感が高まってい
ました。午後は嶋村学さんのギター弾き語りのミニコンサー
トがあり、嶋村さんの柔らかな歌声に心癒やされるひととき
でした。

パークドーム熊本にて第26回ふれあいピックが行われま
した。例年秋に開催されますが、今大会は会場の都合により
夏の開催となりました。選手・役員・応援合わせて約1,100
名の参加があり、例年と変わらぬ賑やかな大会となりました。
選手の方々は所属するチームのために、懸命に競技に取り
組まれ、観客の皆さんの感動をよびました。参加者同士、
また、
各地域のつながりを実感した笑顔あふれる１日なりました。

令和元年９月14日（土）熊本きぼう福祉センター

※スポーツ交流会は令和２年２月15日（土）雁回館で開催。
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火の国杯争奪
車いすテニス

第 7 回「火の国杯争奪」
車いすテニス九州大会
令和元年 7 月 6 日（土）・7 日（日）
熊本県民総合運動公園パークドーム
参加選手 25 名を迎え開催された大会は、
１日目シングルス、２日目ダブルス・ジュ
ニアシングルスの日程で行われました。
【オープン】
【C クラス】
【女子クラス】
【ジュニア】
【D クラス】
【クアード】

中牟田慎一（福岡）
藤田 利雄（福岡）
山本 舞子（大分）
永井 涼太（山口）
西山
聡（宮崎）
柿木原龍二（大分）

各競技を通じて参加者がスポーツの楽しさを体験

し、競技力の向上を図るとともに機能回復と体力
の維持増強を図り、社会の障がい者に対する理解
を深めることを目的に毎年開催しています。

車いすバスケットボール

第 41 回「火の国杯争奪」
九州車椅子
バスケットボール大会
令和元年９月 14 日（土）
・15 日（日）
熊本県立総合体育館
九州 7 県から 8 チームの参加を得て開催
されました。東京パラリンピックを来年に
ひかえ、各チーム熱い思いをぶつけあいま
した。
優

勝

ライジングゼファーフクオカ
Wheelchair（福岡）
準優勝 長崎サンライズ（長崎）
3 位 九州ドルフィン（九州）

球

第38回火の国杯争奪
九州障害者卓球大会
令和元年10月27日（日）
熊本市総合体育館
今 年 は、1部 か ら ３ 【１部】
部まで計31チーム、 優 勝 熊本
準優勝 佐賀
118名の選手が参加
３ 位 福岡
しました。障がいの
【２部】
ある多くの人に卓球
優 勝 熊本 A
を楽しんでもらいた
準優勝 福岡 B
いと、肢体・内部・ ３ 位 福岡 A
聴覚・知的・精神す 【３部】
べての障がい者が参
優 勝 熊本 D
加できるようにして
準優勝 北九州 A
３ 位 宮崎 A
います。

フットベースボール

オセロ大会

視覚障がい者卓球

第 3 回火の国杯争奪
九州地区知的障がい者
フットベースボール
交流大会

第 7 回火の国杯争奪
九州障がい者オセロ大会

第 27 回火の国杯争奪
視覚障がい者卓球大会

平成 31 年 2 月 24 日（日）
熊本市北部公園運動広場グラウンド
【優 勝】熊本協会選抜 A
【準優勝】山口県連盟選抜
※第４回大会は令和２年３月１５日（日）
同会場にて開催いたします。

平成 31 年３月 21 日（木・祝）
熊本県身体障がい者福祉センター
【優勝】 清浄学園 A
【準優勝】くまむた荘
【３位】 合志中 OBwith 松村
※第８回大会は令和２年３月８日（日）
熊本県社会福祉事業団事業課会議室にて開
催

令和２年３月に開催予定のフットベースボール交流大会とオセロ大会は、新型コロナウィルスの
感染拡大防止のため、開催を中止いたしました。

令和元年８月 25 日（日）
熊本県身体障がい者福祉センター
全盲男・女、弱視男・女、フリーダブルス
の５部門に 32 名のエントリーがありまし
た。各部門総当りの予選を行い、上位４名
による決勝トーナメントで順位がきまり
ました。
【全盲男性・優勝】 河 野（宮崎）
【 〃 女性・優勝】 中 宮（鹿児島）
【弱視男性・優勝】 小 園（宮崎）
【 〃 女性・優勝】 森 山（熊本）
【フリーダブルス優勝】
赤塚・梶原（鹿児島）

グランドソフトボール

アーチェリー

卓球バレー

第 24 回火の国杯争奪
グランドソフトボール大会

第 42 回火の国杯争奪
九州障がい者
アーチェリー大会

第12回火の国杯争奪
九州卓球バレー大会

令和元年9月15日（日）
庄口公園グラウンド

令和元年９月８日（日）
菊陽町杉並木公園特設アーチェリー場

令和元年11月10日（日）
熊本県身体障がい者福祉センター

4 チーム総当り、計 6 試合で争われた大
会でした。
選手一人一人が生き生きとプレーして、
どの試合も熱戦が繰り広げられました。参
加者、応援あわせて約 150 名の参加があ
り大会を盛り上げました。

残暑厳しい秋晴れの元、参加者・応援あわ
せて約 100 名の参加を得て開催されまし
た。今回で 42 回目を数える歴史の長い大
会です。熊本の人気者「くまモン」も登場し、
大会を盛り上げました。
結果は、団体優勝・福岡県で、地元熊本県
は５位でした。

今大会は西ブロック卓球バレー公認という
こともあり、九州各県・山口までの参加が
ありました。
参加 18 チームで予選リーグの後、決勝トー
ナメントを行い熱い戦いを繰広げました。

優

6

卓

勝

福岡県

準優勝

熊本県

優 勝 ひまわり A（山口）
準優勝 花山手卓球バレークラブ A（宮崎）
3 位 ひまわり B（山口）

火の国杯ハイライト
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熊本県身体障害者
アーチェリー協会

担当者：谷口 博
〒860-0079
熊本市西区上熊本3-15 2-104
電話 096-353-3678
FAX 096-353-3678（担当者自宅）
担当者：吉田

安志

〒862-0913
熊本県車いす
熊本市東区尾ノ上1-3-9
バスケットボール連盟 電話 096-384-6565（アメックス熊本）
FAX 096-384-6594（アメックス熊本）

熊本県視覚障害者
卓球協会

担当者：寺尾 賢二郎
〒862-0976
熊本市中央区九品寺3-6-17
電話 ―――――――
FAX 096-362-5300

熊本県身体障害者
卓球協会

担当者：竹田 勉
〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7
電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）
担当者：桒原 泰喜
〒861-1102
合志市須屋2351-34
電話 090-1877-9021
FAX ――――――――

熊本県身体障害者
福祉団体連合会
ゲートボール部

担当者：竹田 勉
〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7
電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）

ソレッソくまもと
知的障がい者
サッカークラブ

担当者：髙木 太郎
〒861-8005
熊本市北区龍田陳内２-11-5
電話 090-4996-7100
FAX ――――――――

身体障害者裏千家
茶道クラブ
「もえぎ」

担当者：上門 比冨美
〒862-0924
熊本市中央区帯山1-34-91
電話 096-383-6297（担当者自宅）
FAX ――――――――

身体障がい者
アーチェリークラブ
火の国

担当者：松本 弥生
〒863-0013
天草市今釜新町3604-A
電話 0969-23-4630（担当者自宅）
FAX 0969-23-4630（担当者自宅）

熊本障がい者
陸上競技協会
熊本県障害者
フライングディスク
愛好会
アール・ブリュット・
パートナーズ熊本
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担当者：如見 剛
〒869-4613
八代市岡町谷川1217
電話 090-4995-3225
FAX ――――――――

熊本県ろう者福祉協会
バレーボール部

熊本県車椅子ツイン
バスケットボール連盟

熊本県車いす陸上
競技連盟

担当者：岩下 美紀
〒862-0913
熊本市東区尾ノ上1-3-9
電話 080-4135-1961
FAX 096-384-6594（アメックス熊本）

熊本県グランド
ソフトボール協会

担当者：竹林 淳
〒862-0911
熊本市東区健軍3-25-11-401
電話 090-1347-2837
FAX ――――――――

熊本県視覚障害者
柔道連盟

担当者：石坂 啓
〒862-0920
熊本市東区月出2-6-50-208
電話 096-383-6086（担当者自宅）
FAX ――――――――

熊本県ろう者福祉協会
ソフトボール部

熊本ホエールズ

熊本車いすテニス
クラブ
熊本県身体障害者
福祉団体連合会
グランド・ゴルフ部

熊本 DEAF クラブ

熊本卓球バレー協会

熊本ボッチャ協会

担当者：神吉 誠
〒860-0815
熊本市中央区春竹町春竹496-204
電話 ―――――――
FAX 096-364-8724
担当者：南 祥太
〒869-1103
菊池郡菊陽町久保田2006
電話 090-4981-6588
FAX 096-232-0619（担当者自宅）
担当者：塚本 直子
〒864-0011
荒尾市下井手1546
電話 090-3321-0890
FAX ――――――――
担当者：竹田 勉
〒860-0842
熊本市中央区南千反畑町3-7
電話 096-354-7371（身障連）
FAX 096-354-4136（身障連）
担当者：黒木 健
〒861-2107
熊本市東区秋津新町1-10
電話 ―――――――
FAX 096-365-2751（担当者自宅）
担当者：菊本 和幸
〒869-0072
熊本市西区花園5-11-22-501
電話 090-8395-3742
FAX ――――――――
担当者：辻 啓司
〒861-0551
山鹿市津留2041-1
電話 0698-43-4943
（愛隣倶楽部）
FAX 0968-43-9122
（愛隣倶楽部）

担当者：中尾 直道
〒869-8084
熊本市北区清水岩倉2-10-15
電話 090-4483-8048
FAX ――――――――

担当者：村上 学
〒861-5512
熊本障がい者
熊本市北区梶尾町1379-3
フットベースボール協会
電話 090-9471-9000
FAX 096-245-3399（ケア・ハピネス内）

担当者：加来 道男
〒866-0873
八代市横手町1738-1
電話 090-5724-3383
FAX ――――――――

担当者：湯原 徹
〒861-2233
上益城郡益城町馬水123
電話 096-286-5111（益城病院コスモ内）
FAX ――――――――

担当者：三浦 貴子
〒861-0551
山鹿市津留2022
電話 0968-43-2771（愛隣館）
FAX 0968-43-2793（愛隣館）

熊本精神障がい者
フットサル協会

サークル会員を募集しています
～直接、団体の各担当者にお問い合わせ下さい～

