
川崎市障害者スポーツ協会会報
川崎市障害者スポーツ協会では、本協会で実施しております大会等の情報、
また加盟団体の情報等を掲載した会報を発行させていただいております。

皆様のスポーツ参加に役立てていただければ幸いです。
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第21回 川崎市障害者スポーツ大会

賛助会員

　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、市民の障害に対する理解を
深め、障害のあるなしに関わらずスポーツに親しめる環境づくりの推進に寄与する事を目的とし、市障害
者スポーツ大会を開催しています。昨年度は新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、全６大会
が中止となりましたが、今年度は感染対策を講じ開催することができました。
　なお、この大会は10月に行われます「第21回全国障害者スポーツ大会」の選手選考会を兼ねて開催し
ております。

第１部 アーチェリー大会
令和３年４月１１日（日）日　程

カルッツかわさき会　場

リカーブ・コンパウンド種　目

７名（身体障害者）参加人数

　今年度も引き続きカルッツかわさきを会場とし開
催いたしました。
　例年参加者が少ない大会ですので、興味が湧いた方はぜひアーチェリー
を始めてみてはいかがでしょうか。
　また、今年度も初心者アーチェリー教室を川崎市障害者アーチェリー協
会と川崎市障害者スポーツ協会の共催にて、開催予定ですので、教室で練
習を重ね、大会への参加をお待ちしております。

第２部 水泳大会
令和３年4月25日（日）日　程

多摩スポーツセンター会　場

自由形・平泳ぎ・背泳ぎ・バタフライ種　目

28名
1部 知的・精神障害　22名（知的障害者）
2部 身体障害　　 　 06名（身体障害者）

参加人数

　1部（知的・精神障害）では、通われているスイミングスクールから団体
申込をされた方も多く、ウォーミングアップから熱の入った練習を行い、競
技も大いに盛り上がりました。
2部（身体障害）では、視覚に障害がある選手の参加もありました。

1部、2部ともに選手には素晴らしい泳ぎを見せていただきました。

　川崎市障害者スポーツ協会では、事業活動の趣旨及び目的にご賛同頂ける法人、個人又は団体の皆様に
対して賛助会員制度を設けています。当協会の事業活動にご賛同頂き賛助会員にご入会についてご協力を
お願い申し上げます。

●個人会費（年会費）1口1,000円　●法人・団体会費（年会費）1口10,000円

賛助会員入会のお願い

●協会が定期及びに不定期に発行する刊行物の提供
●協会が所有する図書、資料等の閲覧及び貸出　　等

会員サービス
川崎市障害者スポーツ協会宛にご連絡をお願いします。

賛助会員にご入会お申込み方法

お問い合わせ

川崎市障害者スポーツ協会 川崎市川崎区大島1-8-6（川崎市身体障害者協会内）
TEL：044-245-8041　FAX：044-246-6943

加盟団体

川崎FDクラブ

川崎市メーヴェ陸上クラブ

特非）ファンズアスリートクラブ

川崎市障害者アーチェリー協会

川崎身障者ボウリングクラブ

つつじ卓球クラブ

川崎市サウンドテーブルテニスクラブ

一社）パラSCエスペランサ

特非）CPサッカー＆ライフエスペランサ

川崎フレンドシップスイマーズ

川崎ボッチャクラブ

Forza川崎

フライングディスク

陸上競技

障害者スポーツ支援

アーチェリー

ボウリング

卓球

サウンドテーブルテニス

サッカー、放課後デイ等

CPサッカー

水泳

ボッチャ

シッティングバレーボール

特非）チャンレンジドサポートプロジェクト

川崎臨港倉庫埠頭（株

株）ＡＮＡケータリングサービス

株）社会空間研究所

川崎商工会議所

個人会員　3名

クラブ名 活動内容 法人・団体

発
行
川崎市障害者スポーツ協会（川崎市身体障害者協会内）
【住所】〒210-0834 川崎市川崎区大島1-8-6 南身館3F　【TEL】044-245-8041　【FAX】044-246-6943

今後のお知らせ

令和3年7月17日（土）日　程

川崎グランドボウル会　場

1．川崎市身体障害者ボウリング大会
令和3年7月18日（日）日　程

多摩スポーツセンター プール会　場

2．障害者スポーツデー 障害者専用時間①



第21回 全国障害者スポーツ大会 三重とこわか大会
第21回全国障害者スポーツ大会は、今年の秋に三重県で「三重とこわか大会」として、第76回国民体育大会
と合わせて開催されます。
この大会は、「ときめいて人　かがやいて未来」のスローガンのもと、三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競
技場をメイン会場として、国体と障害者スポーツ大会が一体となって開催される国内最大級の障害者スポー
ツの祭典です。

概　要

「障がい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、障がいに対する理解を深め、障
がい者の社会参加の推進に寄与すること」を目的とし開催されます。

（第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」実施要綱より一部抜粋）

目　的

令和3年10月23日（土）～25日（月）大会日程

10月21日（木）川崎市選手団出発式（予定）
10月22日（金）公式練習日・監督会議
10月23日（土）開会式～競技
10月24日（日）競技
10月25日（月）競技～閉会式
10月26日（火）川崎市選手団成績報告会（予定）

派遣日程

津　市●開会式および閉会式 …………………………………… 三重県総合文化センター
伊勢市●陸上競技：身体障害・知的障害 ………………………… 三重交通G スポーツの杜 伊勢 陸上競技場
　　　●卓球（STT含む）：身体障害・知的障害・精神障害 …… 三重県営サンアリーナ（メインアリーナ）
　　　●ボッチャ：身体障害……………………………………… 三重県営サンアリーナ（サブアリーナ）
鈴鹿市●水泳：身体障害・知的障害 ……………………………… 三重交通G スポーツの杜 鈴鹿 水泳場
松阪市●アーチェリー：身体障害………………………………… 松阪市総合運動公園 芝生広場
員弁郡●フライングディスク：身体障害・知的障害 …………… 朝日ガスエナジー東員スタジアム

大会会場

陸上競技・水泳・アーチェリー・卓球（STT含む）・フライングディスク・ボッチャ参加種目

選手22名（身体障害10名・知的障害１１名・精神障害１名）、役員23名、計45名川崎市選手団

第3部 フライングディスク大会
令和３年５月８日（土）日　程

等々力緑地多目的広場会　場

アキュラシー・ディスタンス種　目

29名（身体障害18名・知的障害11名）参加人数

　今年度は等々力緑地内にある多目的広場を会場
とし開催いたしました。前日の雨もあがり、晴天の
下、選手はのびのびと競技をおこなっていました。
アキュラシー競技ではディスクをゴールに10投中９

投も通過させた選手や、ディスタンス競技では、広い
会場の遠くまでディスクを飛ばす選手もいました。

第5部 卓球大会
令和3年5月29日（土）日　程

幸スポーツセンター会　場

一般卓球種　目

23名（身体障害13名・知的障害2名・
　　　精神障害8名）

参加人数

　今年度も引き続き幸スポーツセンターを会場とし開催いたしました。
　全国障害者スポーツ大会に精神障害の選手が出場できるようになった
こともあり、多くの精神障害の選手に参加していただけました。

陸上大会は市障害者スポーツ大会の中で最も参加者が多い大会です。市長にもご出席、ご挨拶をい
ただきました。コロナ禍により満足のいく練習が出来ない状況の中、競技では選手の勇姿を見ることができました。
　また、この陸上大会からは全国障害者スポーツ大会へ川崎市選手団最多の8名を派遣予定です。

第4部 陸上大会
令和3年5月23日（日）日　程

等々力陸上競技場会　場

50m・100m・200m・400m・800m・1500m・スラローム・4×100mリレー・立幅跳・
走幅跳・砲丸投・ソフトボール投・ジャベリックスロー・ビーンバック投

種　目

114名（身体障害34名・知的障害76名・精神障害4名）参加人数

選手人数川崎市
選手団構成

陸上競技
水泳

アーチェリー
卓球（STT含む）
フライングディスク

ボッチャ 

競技名

合　計

2名
2名
1名
2名
1名
2名

身体障害

10名

6名
3名
ー
1名
1名
ー

知的障害

11名

ー
ー
ー
1名
ー
ー

精神障害

1名

8名
5名
1名
4名
2名
2名

計

22名

三重国体・大会承認2第1-30号
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【住所】〒210-0834 川崎市川崎区大島1-8-6 南身館3F　【TEL】044-245-8041　【FAX】044-246-6943

今後のお知らせ

令和3年7月17日（土）日　程

川崎グランドボウル会　場

1．川崎市身体障害者ボウリング大会
令和3年7月18日（日）日　程

多摩スポーツセンター プール会　場

2．障害者スポーツデー 障害者専用時間①


