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会　　　長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長	 白石弥生子
副　会　長	 東京都生活文化スポーツ局次長	 渡邉　知秀

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会副会長	 菊地　和則
〃	 佐々木桃子
〃	 平塚　雄二

役　　　員	 東京都生活文化スポーツ局パラスポーツ担当部長	 齊藤　陽睦
東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部パラスポーツ課長

上山亜紀子
東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部競技担当課長	 富山　高明
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会顧問

古平　光市　　吉田　力男　　足立　房夫　　矢内　信夫
中野　英則　　市川　健一　　尾﨑　眞幸

公益社団法人東京都障害者スポーツ協会専務理事	 柴﨑　正次
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会理事

相澤　俊一　　阿部　正幸　　粟野　達人　　伊賀　保夫
植田　敏郎　　小原誠太郎　　小関　直樹　　櫻井　京子
瀬川　聖美　　髙畑　崇久　　土田和歌子　　市川　元章
松浦　孝明　　森田　英二　　安川　雄二　　葭原　滋男
小林　秀樹（監事）　　杉本　賢司（監事）

実行委員長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会副会長	 菊地　和則
副実行委員長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会専務理事	 柴﨑　正次
実行委員	 植田　敏郎　　小原誠太郎　　江木ひかり　　小関　直樹　　髙野　昌明

三浦　卓也　　柚木　秀彦　　岡澤　政子　　山本　浩男　　矢内　信夫
小峰　久美　　稲木　祐二　　飛田　貴子　　石飛　了一　　新井由希枝
長尾　英治　　平塚　雄二　　小嶋　隆司　　井上　一仁　　大槻　昭久
多智　利枝　　髙橋　春雄　　瀬川　聖美　　和西　　努　　山家美由紀
藤田　勝敏　　増田　　徹　　瀬上　健司　　持永　洋貴　　岡林　悦子
切貫亜樹奈

実 行 委 員

大 会 役 員
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　特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、世田谷区、港区、板橋区、練馬区、調布市、武
蔵野市、国立市、(公財)東京都体育協会、(一社)東京都馬主会、(公財)東京都スポーツ文化事
業団、(一財)東京都弘済会、(社福)東京都手をつなぐ育成会、(公社)東京都身体障害者団体連
合会、(公社)東京都盲人福祉協会、(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連
盟、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(特)東京都発達障害支援協会、東京都立特別支援学校長
会、東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会、東京都ろう学校長会、東京都盲学校
長会、東京都肢体不自由特別支援学校長会、東京都知的障害特別支援学校長会、東京都知的障
害特別支援学校ＰＴＡ連合会、東京都公立小学校長会、東京都中学校長会、東京都公立高等学
校長協会、(一財)東京私立中学高等学校協会、全国特別支援教育推進連盟、(社福)東京都社会
福祉協議会、(公財)東京都公園協会、(公財)国際障害者年記念ナイスハート基金、(公財)日本
チャリティ協会、(公財)日本社会福祉弘済会

(公財)東京陸上競技協会、(公財)東京都水泳協会、(一社)東京都卓球連盟、(一社)東京都バス
ケットボール協会、(公財)東京都バレーボール協会、(公財)東京都サッカー協会、東京都ソフ
トボール協会、東京都障害者フライングディスク協会、東京都障害者水泳連盟、東京都知的
障がい者陸上競技連盟、東京都IDボウリング連盟、東京都車いすバスケットボール連盟、東
京都IDバスケットボール連盟、東京身体障害者卓球連盟、東京都身体障害者アーチェリー協
会、東京都知的障がい者サッカー連盟、精神障害者地域生活支援とうきょう会議、東京都障
害者スポーツ指導者協議会、日本ボーイスカウト東京連盟、(一社)ガールスカウト東京都連
盟、日本赤十字社医療センター、国立病院機構東京医療センター、世田谷区手話通訳等派遣
センター、ミチル会、(公財)日本ライフセービング協会、赤十字語学奉仕団、SVteam ai、健
康向上企画、馬三バスケットボール同好会「リングコング」、ピボット、わくわく2001、八幡
FDクラブ、つばさクラブ、SDGS swimming、流通経済大学、日本体育大学、早稲田大学、
日本女子体育大学、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学、日本ウェルネススポーツ大
学、国立障害者リハビリテーションセンター学院、明治大学社会福祉研究部、明治大学身心
障害者福祉会しいの実、東京家政大学ヒューマンライフ支援センター、文京学院大学、帝京
平成大学、立教大学、東京都立大学、東洋大学バリアフリーサークル歩み、貞静学園短期大
学、東京観光専門学校、日本医学柔整鍼灸専門学校、成女高等学校、東京保健医療専門職大
学、貞静学園高等学校、東京都立つばさ総合高等学校、東洋女子高等学校、東京都立総合工
科高等学校、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、順天高等学校、順天中学校　　他
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　特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、世田谷区、港区、板橋区、練馬区、調布市、武
蔵野市、国立市、(公財)東京都体育協会、(一社)東京都馬主会、(公財)東京都スポーツ文化事
業団、(一財)東京都弘済会、(社福)東京都手をつなぐ育成会、(公社)東京都身体障害者団体連
合会、(公社)東京都盲人福祉協会、(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連
盟、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(特)東京都発達障害支援協会、東京都立特別支援学校長
会、東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会、東京都ろう学校長会、東京都盲学校
長会、東京都肢体不自由特別支援学校長会、東京都知的障害特別支援学校長会、東京都知的障
害特別支援学校ＰＴＡ連合会、東京都公立小学校長会、東京都中学校長会、東京都公立高等学
校長協会、(一財)東京私立中学高等学校協会、全国特別支援教育推進連盟、(社福)東京都社会
福祉協議会、(公財)東京都公園協会、(公財)国際障害者年記念ナイスハート基金、(公財)日本
チャリティ協会、(公財)日本社会福祉弘済会

(公財)東京陸上競技協会、(公財)東京都水泳協会、(一社)東京都卓球連盟、(一社)東京都バス
ケットボール協会、(公財)東京都バレーボール協会、(公財)東京都サッカー協会、東京都ソフ
トボール協会、東京都障害者フライングディスク協会、東京都障害者水泳連盟、東京都知的
障がい者陸上競技連盟、東京都IDボウリング連盟、東京都車いすバスケットボール連盟、東
京都IDバスケットボール連盟、東京身体障害者卓球連盟、東京都身体障害者アーチェリー協
会、東京都知的障がい者サッカー連盟、精神障害者地域生活支援とうきょう会議、東京都障
害者スポーツ指導者協議会、日本ボーイスカウト東京連盟、(一社)ガールスカウト東京都連
盟、日本赤十字社医療センター、国立病院機構東京医療センター、世田谷区手話通訳等派遣
センター、ミチル会、(公財)日本ライフセービング協会、赤十字語学奉仕団、SVteam ai、健
康向上企画、馬三バスケットボール同好会「リングコング」、ピボット、わくわく2001、八幡
FDクラブ、つばさクラブ、SDGS swimming、流通経済大学、日本体育大学、早稲田大学、
日本女子体育大学、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学、日本ウェルネススポーツ大
学、国立障害者リハビリテーションセンター学院、明治大学社会福祉研究部、明治大学身心
障害者福祉会しいの実、東京家政大学ヒューマンライフ支援センター、文京学院大学、帝京
平成大学、立教大学、東京都立大学、東洋大学バリアフリーサークル歩み、貞静学園短期大
学、東京観光専門学校、日本医学柔整鍼灸専門学校、成女高等学校、東京保健医療専門職大
学、貞静学園高等学校、東京都立つばさ総合高等学校、東洋女子高等学校、東京都立総合工
科高等学校、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、順天高等学校、順天中学校　　他
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会　　　長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会会長	 白石弥生子
副　会　長	 東京都生活文化スポーツ局次長	 渡邉　知秀
	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会副会長	 菊地　和則
	 　　　　　　　　　　〃	 佐々木桃子
	 　　　　　　　　　　〃	 平塚　雄二
役　　　員	 東京都生活文化スポーツ局パラスポーツ担当部長	 齊藤　陽睦
	 東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部パラスポーツ課長
	 	 	 上山亜紀子
	 東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部競技担当課長	 富山　高明
	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会顧問
	 	 古平　光市　　吉田　力男　　足立　房夫　　矢内　信夫
	 	 中野　英則　　市川　健一　　尾﨑　眞幸
	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会専務理事	 柴﨑　正次
	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会理事
	 	 相澤　俊一　　阿部　正幸　　粟野　達人　　伊賀　保夫
	 	 植田　敏郎　　小原誠太郎　　小関　直樹　　櫻井　京子
	 	 瀬川　聖美　　髙畑　崇久　　土田和歌子　　市川　元章
	 	 松浦　孝明　　森田　英二　　安川　雄二　　葭原　滋男
	 	 小林　秀樹（監事）　　杉本　賢司（監事）

実行委員長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会副会長	 菊地　和則
副実行委員長	 公益社団法人東京都障害者スポーツ協会専務理事	 柴﨑　正次
実行委員	 植田　敏郎　　小原誠太郎　　江木ひかり　　小関　直樹　　髙野　昌明
	 三浦　卓也　　柚木　秀彦　　岡澤　政子　　山本　浩男　　矢内　信夫
	 小峰　久美　　稲木　祐二　　飛田　貴子　　石飛　了一　　新井由希枝
	 長尾　英治　　平塚　雄二　　小嶋　隆司　　井上　一仁　　大槻　昭久
	 多智　利枝　　髙橋　春雄　　瀬川　聖美　　和西　　努　　山家美由紀
	 藤田　勝敏　　増田　　徹　　瀬上　健司　　持永　洋貴　　岡林　悦子
	 切貫亜樹奈

実　　　　行　　　　委　　　　員

大　　　　会　　　　役　　　　員
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　特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、世田谷区、港区、板橋区、練馬区、調布市、武
蔵野市、国立市、(公財)東京都体育協会、(一社)東京都馬主会、(公財)東京都スポーツ文化事
業団、(一財)東京都弘済会、(社福)東京都手をつなぐ育成会、(公社)東京都身体障害者団体連
合会、(公社)東京都盲人福祉協会、(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連
盟、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(特)東京都発達障害支援協会、東京都立特別支援学校長
会、東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会、東京都ろう学校長会、東京都盲学校
長会、東京都肢体不自由特別支援学校長会、東京都知的障害特別支援学校長会、東京都知的障
害特別支援学校ＰＴＡ連合会、東京都公立小学校長会、東京都中学校長会、東京都公立高等学
校長協会、(一財)東京私立中学高等学校協会、全国特別支援教育推進連盟、(社福)東京都社会
福祉協議会、(公財)東京都公園協会、(公財)国際障害者年記念ナイスハート基金、(公財)日本
チャリティ協会、(公財)日本社会福祉弘済会

(公財)東京陸上競技協会、(公財)東京都水泳協会、(一社)東京都卓球連盟、(一社)東京都バス
ケットボール協会、(公財)東京都バレーボール協会、(公財)東京都サッカー協会、東京都ソフ
トボール協会、東京都障害者フライングディスク協会、東京都障害者水泳連盟、東京都知的
障がい者陸上競技連盟、東京都IDボウリング連盟、東京都車いすバスケットボール連盟、東
京都IDバスケットボール連盟、東京身体障害者卓球連盟、東京都身体障害者アーチェリー協
会、東京都知的障がい者サッカー連盟、精神障害者地域生活支援とうきょう会議、東京都障
害者スポーツ指導者協議会、日本ボーイスカウト東京連盟、(一社)ガールスカウト東京都連
盟、日本赤十字社医療センター、国立病院機構東京医療センター、世田谷区手話通訳等派遣
センター、ミチル会、(公財)日本ライフセービング協会、赤十字語学奉仕団、SVteam ai、健
康向上企画、馬三バスケットボール同好会「リングコング」、ピボット、わくわく2001、八幡
FDクラブ、つばさクラブ、SDGS swimming、流通経済大学、日本体育大学、早稲田大学、
日本女子体育大学、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学、日本ウェルネススポーツ大
学、国立障害者リハビリテーションセンター学院、明治大学社会福祉研究部、明治大学身心
障害者福祉会しいの実、東京家政大学ヒューマンライフ支援センター、文京学院大学、帝京
平成大学、立教大学、東京都立大学、東洋大学バリアフリーサークル歩み、貞静学園短期大
学、東京観光専門学校、日本医学柔整鍼灸専門学校、成女高等学校、東京保健医療専門職大
学、貞静学園高等学校、東京都立つばさ総合高等学校、東洋女子高等学校、東京都立総合工
科高等学校、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、順天高等学校、順天中学校　　他
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　特別区長会、東京都市長会、東京都町村会、世田谷区、港区、板橋区、練馬区、調布市、武
蔵野市、国立市、(公財)東京都体育協会、(一社)東京都馬主会、(公財)東京都スポーツ文化事
業団、(一財)東京都弘済会、(社福)東京都手をつなぐ育成会、(公社)東京都身体障害者団体連
合会、(公社)東京都盲人福祉協会、(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連
盟、(社福)ＮＨＫ厚生文化事業団、(特)東京都発達障害支援協会、東京都立特別支援学校長
会、東京都特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会、東京都ろう学校長会、東京都盲学校
長会、東京都肢体不自由特別支援学校長会、東京都知的障害特別支援学校長会、東京都知的障
害特別支援学校ＰＴＡ連合会、東京都公立小学校長会、東京都中学校長会、東京都公立高等学
校長協会、(一財)東京私立中学高等学校協会、全国特別支援教育推進連盟、(社福)東京都社会
福祉協議会、(公財)東京都公園協会、(公財)国際障害者年記念ナイスハート基金、(公財)日本
チャリティ協会、(公財)日本社会福祉弘済会

(公財)東京陸上競技協会、(公財)東京都水泳協会、(一社)東京都卓球連盟、(一社)東京都バス
ケットボール協会、(公財)東京都バレーボール協会、(公財)東京都サッカー協会、東京都ソフ
トボール協会、東京都障害者フライングディスク協会、東京都障害者水泳連盟、東京都知的
障がい者陸上競技連盟、東京都IDボウリング連盟、東京都車いすバスケットボール連盟、東
京都IDバスケットボール連盟、東京身体障害者卓球連盟、東京都身体障害者アーチェリー協
会、東京都知的障がい者サッカー連盟、精神障害者地域生活支援とうきょう会議、東京都障
害者スポーツ指導者協議会、日本ボーイスカウト東京連盟、(一社)ガールスカウト東京都連
盟、日本赤十字社医療センター、国立病院機構東京医療センター、世田谷区手話通訳等派遣
センター、ミチル会、(公財)日本ライフセービング協会、赤十字語学奉仕団、SVteam ai、健
康向上企画、馬三バスケットボール同好会「リングコング」、ピボット、わくわく2001、八幡
FDクラブ、つばさクラブ、SDGS swimming、流通経済大学、日本体育大学、早稲田大学、
日本女子体育大学、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学、日本ウェルネススポーツ大
学、国立障害者リハビリテーションセンター学院、明治大学社会福祉研究部、明治大学身心
障害者福祉会しいの実、東京家政大学ヒューマンライフ支援センター、文京学院大学、帝京
平成大学、立教大学、東京都立大学、東洋大学バリアフリーサークル歩み、貞静学園短期大
学、東京観光専門学校、日本医学柔整鍼灸専門学校、成女高等学校、東京保健医療専門職大
学、貞静学園高等学校、東京都立つばさ総合高等学校、東洋女子高等学校、東京都立総合工
科高等学校、日本女子体育大学附属二階堂高等学校、順天高等学校、順天中学校　　他
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協会シンボルマークの紹介

　平成１５年全国より公募し、小学生から高齢者の方、

また多種多様な職業の方から１４１名（２２４点）の

応募があり、障害者スポーツの認知度が全国的に広が

っていることを実感しました。

　「障害のある人の生涯スポーツがますます発展してい

くもの、障害者のスポーツ振興を図る中心となる協会

をイメージしたもの」という選考規定に基づき審査委

員会での白熱した審査の結果、兵庫県の福田大介さん

の作品を大賞に決定しました。

大会メダルと作者の紹介

製作者：小坂圭二
　　　　（世田谷区在住／平成４年８月１１日逝去）
　　　　新政策協会彫刻部会員
略　歴：
　　１９１８　青森県野辺地に出生
　　１９５０　東京芸大卒業
　　１９５２　新作家賞受賞
　　１９５３　高村光太郎先生の助手十和田湖畔に「乙女の像」制作
　　１９５８　十和田市、太素塚に「新渡戸伝翁」像制作
　　１９６０〜６２　フランス国立美術学校に留学
　　１９６３　竜飛岬に「吉田松陰先生詩碑」制作
　　１９６９　青森柳町「母子像」制作
　　１９７３　「断絶の中の調和」バチカン現代美術館買上げ
　　１９７５　「小鍛冶」青森あすなろ国体出品
　　１９８０　第一回高村光太郎賞展「人間、１９８０」優秀賞
　　１９８２　第二回高村光太郎賞展「漁どる人」優秀賞
　　１９８３　十和田市「新渡戸稲造」像制作
　　１９８９　上北町小川原湖畔に「玉代姫と勝代姫」像制作
　　１９９２　８月１１日逝去

デザインコンセプト
大きな手に支えられ、明るい太
陽の下で力強く巣立つ若鳥を
愛情あふれる母の心で見守る

大会メダル

協会シンボルマーク

デザインコンセプト
このマークは障害者のためのス
ポーツという枠にとらわれず、
スポーツの楽しさや躍動感を表
現、一人の選手が大空に向かっ
て大地を蹴り、鳥のように羽ば
たく瞬間をイメージすると同時
に東京都の「と」の文字を図案
化しています。
またマーク全体のフォルムは
SPORTS（スポーツ）の頭文字
「S」をシンボリックに表現した
ものです。
イメージカラーは大空と大地で
す。
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第23回大会 会場アクセスマップ
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