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競技日程
２/１５(木)
10:30

日本 vs オーストラリア

13:30

オランダ vs イギリス

２/１６(金)
10:00

永島

［メイン］イギリス vs 日本
［サ

久義

平成 29 年 11 月 23 日(祝)に、枚方市の市立総合スポーツセンター総合体育館にて「第 4

ブ］オランダ vs オーストラリア

13:30

オースラリア vs イギリス

回ひらかた市民オリンピック&ひらかたキングフィッシャーズスポーツクラブフェスティバ

18:15

日本 vs オランダ

ル」が開催されました。

２/１７(土)

その体験コーナーでは、枚方障害者スポーツ協会の協力にて、障がい者スポーツの体験エリ

11:00

順位決定戦①

13:30

優勝決定戦②日本戦

アが設けられ、当協議会から３名の障がい者スポーツ指導者が他のボランティアとともに会
場の運営を行いました。
「2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催も３年前になったことか
ら、当日は障がい者スポーツの理解を深める場として、ボッチャとフライングディスクのエ

大阪障がい者スポーツ指導者協議会

平 成 ２９年 度
現場で実践できるペップ
トーク研修です。
みなさんの参加、お待ちし
ております。

日

時

リアの設置を行った結果、当日は 300 名余りの家族や子ども達が経験を行いました。
フライングディスクでは、子ども達の年齢に応じて、的になるアキュラシーの輪を動かし

研 修 会

て、判り易く楽しみながらの体験する方法を行いました。子ども達より親の方が真剣になっ
たりする場面も多く、楽しく競技を理解できる場となりました。

平成３０年２月２５日（日）
受
付 １２：３０～
開始時間 １３：００
終
了 １５：００（予定）

また、ボッチャでは、ボールの感触とともにジャックボールに近づけて投げる難しさも体
験し、戦術やチームでの試合運びも体験されていました。
これからも、このような機会を通じて、幅広く市民や子供達に障がい者スポーツを理解し

「ペップトーク」
講師

ていただくには、障がい者スポーツ指導者のボランティア活動が必要と感じた一日でした。

日本ペップトーク普及協会

セミナー・講演認定講師

井上

関西副代表

多栄子

氏

あなたは「言葉の力」、信じますか？
ペップトークは、もともとアメリカでスポーツの試合前に監督やコーチが 、選手を励ますために行ってい
る短い激励のスピーチです。 「Pep」は英語で、元気・活気・活力という意味があります。
スポーツ現場はもちろん、家庭で、職場で、教育現場ですぐに実践できるシンプルでポジティブな言葉を使
ったコミュニケーションです。（ペップトーク普及協会ホームページより引用）

第１７回全国障害者スポーツ大会
え がお

愛顔つなぐえひめ大会
2017 年 10 月 28 日（土）～30 日（月）
開会式は台風 22 号の影響を受け雨の中、行進が行われました。雨が降ったり、止んだりし
たものの、炬火台に点火された炎は勢い良く燃え上がりました。翌日(29 日)も台風は居座
り、陸上競技においては午前中止となりました。しかし、午後からは天候も心配することな
大阪府

金 50

大阪市

金 27

堺市

金5

選手延数

銀 25

選手延数

銀 20

選手延数

銀8

136

銅 19

88

銅 13

36

く、愛媛県のサポーターさんたちの笑
顔にパワーを頂き、積み上げてきた練
習の成果を出すことができました。
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日本車いすツインバスケットボール連盟

会長

梶本

佳史

私の活動は３０年前に、長居障がい者スポーツセンターで大阪頸髄損傷者連絡会の総会があり、そこで初めて
車いすツインバスケットボールのことを知り、それからチームに通うようになりました。
頸髄損傷は、手や足にも障がいがある四肢麻痺です。首からの頸髄を損傷したことによって状態は異なります
が、多くは指先まで麻痺しています。また体温調整ができないため、運動しても汗がでません。排泄も通常通り
に行うことができないし、痙性といって、麻痺している筋肉が自分の意思にかかわらず、勝手に足が伸びたり、
感覚がないため、怪我をしても気づかないことがあります。こんな状態でも、車いすツインバスケットボールを
行うことで、体力がつき、意識の変化、そして自分に自信が持てるようになり、行動範囲が広まった。
自信がチャレンジ精神に変わり、ハーフマラソンに挑戦し、できないと思っていたことができるようになると、
フルマラソンに挑戦、他の競技ウィルチェアラグビーもやりました。また工夫することで、カヌーやスキューバ
ダイビング、チェアスキーもでき、ツインバスケットボールをきっかけに色んなことができました。
今では、社会参加、行動範囲が広がったことで交友関係や活動も増えています。車いすツインバスケットをし
ていなかったら、感じられなかったことです。
日本車いすツインバスケットボール連盟のあゆみより抜粋した沿革である。
1987(昭和 62)年 12 月

第 1 回日本車椅子ツイン(頚髄損傷者)バスケットボール選手権大会開催【愛知県】

1993(平成

5)年

日本車椅子ツインバスケットボール連盟となる

1994(平成

6)年 11 月

第 30 回全国身体障害者スポーツ大会出場〈オープン競技〉【愛知県】

1995(平成

7)年

IWBF 公認のアトランタパラリンピック、アジア・オセアニア地区予選会

1月

9月

山形国際車椅子バスケットボール大会に出場〈ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ〉
1996(平成

8)年

5月

厚生大臣杯争奪 第 10 回記念日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会開催【愛知県】

1996(平成

8)年

9月

韓国へ遠征【普及活動】〈ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑや親善試合を実施〉

1997(平成

9)年 11 月

1998(平成 10)年

8月

第 33 回全国身体障害者スポーツ大会出場〈オープン競技〉【大阪府】
英国へ遠征【1998 世界車椅子競技大会】〈ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑや親善試合を実施〉

1998(平成 10)年 10 月

豪州へ遠征【ゴールドカップ大会国際フォーラム】〈紹介〉

1999(平成 11)年 10 月

ニュージーランドへ遠征【1999 世界車椅子競技大会】（ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑや親善試合を実施）

2000(平成 12)年

5月

カナダ遠征【ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑや親善試合を実施】

2006(平成 18)年

5月

厚生労働大臣杯争奪第 20 回記念日本車椅子ツイン バスケットボール選手権大会開催【埼玉県】

2008(平成 20)年 10 月

第 8 回全国障害者スポーツ大会出場〈ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ〉【大分県】

2009(平成 21)年 10 月

第 9 回全国障害者スポーツ大会出場〈オープン競技〉【新潟県】

2010(平成 22)年 10 月

第 10 回全国障害者スポーツ大会出場〈オープン競技〉【千葉県】

2012(平成 24)年 10 月

第 12 回全国障害者スポーツ大会出場〈オープン競技〉【岐阜県】

2013(平成 25)年 10 月

第 13 回全国障害者スポーツ大会出場〈エキビジションゲーム〉【東京都】

2014(平成 26)年 11 月

第 14 回全国障害者スポーツ大会出場〈エキシビジョンゲーム〉【長崎県】

2015(平成 27)年 10 月

第 15 回全国障害者スポーツ大会出場〈エキシビジョンゲーム〉【和歌山県】

2016(平成 28)年 10 月

第 16 回全国障害者スポーツ大会出場〈エキシビジョンゲーム〉【岩手県】

2017(平成 29)年

東日本大震災復興支援 文部科学大臣杯争奪

6月

第 30 回記念日本車椅子ツイン バスケットボール選手権大会【愛知県】
2017(平成 29)年

7月

2017(平成 29)年 10 月

「日本車いすツインバスケットボール連盟」と名称変更
第 17 回全国障害者スポーツ大会出場〈エキシビジョンゲーム〉【愛媛県】

ツインバスケットボールクラブチーム
グッパーズ

木曜日

夜６時３０分

７時スタート

興味のある方は、ぜひ体験してください。

車いすツインバスケットボールは、下肢のみではなく、上肢にも障がいを持つ重度
障がい者でも参加できるように考案された競技スポーツです。その最大の特徴は、名
称の通り“ツイン”つまり２組のゴールが設けられているというところにあります。
従来の車いすバスケットボールに使用されている正規のゴールの他に、もう１つの低
いゴール(高さ 1.20 メートル)をセットし、正規のゴールまで届かない選手のための
ゴールとしました。さらにその周辺には 3.6 メートルの円(フリースロー・サークル)
があり、シュートする選手を円外と円内に区別しました。そしてこれらのことによっ
て、それぞれの選手が自分の障がいに応じてシュート方法が異なり、独自の役割をゲ
ームにおいて果たすことができるようになったのです。

