
１４ スポーツ 
 

(1)スポーツ大会の開催 

①栃木県障害者スポーツ大会 

県内の身体障害者、知的障害者及び精神障害者を対象としたスポーツ大会が、年１回開催されます。 

令和４（2022）年度は、第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」のリハーサル大会と

して、下記のとおり開催いたします。 

・競技種目 

○個人競技：陸上競技／卓球（サウンドテーブルテニス含む）／アーチェリー 

フライングディスク／水泳／ボッチャ 

・開催日  令和４（2022）年５月22日（日） 

・会場   カンセキスタジアムとちぎ    ：陸上 

ＴＫＣいちごアリーナ      ：卓球（サウンドテーブルテニス含む） 

那須烏山市緑地運動公園     ：アーチェリー 

栃木市総合運動公園陸上競技場  ：フライングディスク 

日環アリーナ栃木        ：水泳 

三和住宅にしなすのスポーツプラザ：ボッチャ 

□問合せ先 県障害福祉課社会参加促進担当 

（TEL028-623-3053、FAX028-623-3052） 

市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

（特非）栃木県障害者スポーツ協会（TEL028-624-2761） 

 ○代替競技会（個人競技） 

  ・アーチェリー 令和３（2021）年 11月７日（日） 

    宇都宮市みずほの中央公園（宇都宮市瑞穂３－３） 

  ・水泳 令和３（2021）年 11月 21 日（日） 

    栃木県総合運動公園（日環アリーナ栃木）（宇都宮市西川田 4-1-1） 

  ・陸上競技 令和３（2021）年 11月 23 日（火・祝） 

    栃木県総合運動公園（カンセキスタジアムとちぎ）（宇都宮市西川田 4-1-1） 

  ・フライングディスク 令和３（2021）年 12月５日（日） 

    栃木県総合運動公園（第 2陸上競技場）（宇都宮市西川田 4-1-1） 

  ・ボッチャ 令和３（2021）年 12月 12 日（日） 

    障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）（宇都宮市若草 1-10-6） 

  ・卓球（ＳＴＴ含む） 令和３（2021）年 12月 25 日（土） 

    障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ）（宇都宮市若草 1-10-6） 

 

②精神障害者スポーツ大会 

 精神障害者がソフトバレーボール等を通じて自立と社会参加の促進を図るため、毎年開催されていま

す。 

 令和３（2021）年度は、新型コロナウィルス感染症の感染拡大の影響により中止となりました。令和４

年度の開催については未定です。 

□問合せ先 県障害福祉課精神保健福祉担当（TEL028-623-3093、FAX028-623-3052） 

（一財）栃木県精神衛生協会（TEL028-622-7526、FAX028-622-7879） 

 



③郡・市身体障害者スポーツ大会 

 身体障害者とその家族、地域住民を対象としたスポーツ大会が、各地区で開催されています。 

□問合せ先 市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

 

④心身障害者スポーツ大会 

 心身障害者（児）が、スポーツ活動を通じて、健康の保持・増進・機能の向上を図るとともに、地域社

会との交流等を促進するため、県内各地区でスポーツ大会が開催されています。 

□問合せ先 栃木県心身障害児者親の会連合会（TEL028-621-3031） 

 （一社）栃木県手をつなぐ育成会（TEL028-624-3789） 

 

(2)全国障害者スポーツ大会への参加支援 

 全国障害者スポーツ大会は、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、

国民の障害に対する理解を深め、障害者の社会参加の推進に寄与することを目的として開催されていま

す。 

令和４（2022）年度大会（第22回大会）は、下記のとおり本県で開催予定です。 

・開 催 日 令和４（2022）年10月29日（土）～31日（月）  

・会  場 宇都宮市ほか（P127を参照してください） 

□問合せ先 県障害福祉課社会参加促進担当（TEL028-623-3053、FAX028-623-3052） 

市福祉事務所又は町役場（P110、112） 

（特非）栃木県障害者スポーツ協会（TEL028-624-2761） 

 

(3)（特非）栃木県障害者スポーツ協会 

 （特非）栃木県障害者スポーツ協会では、障害者スポーツ大会の開催及び選手強化のほか、障害者が身

近なところでスポーツやレクリエーションに親しめるように、スポーツ教室の開催、指導者の養成、スポ

ーツ相談・指導、障害者スポーツの情報提供、スポーツ・レクリエーション用具の貸出等の事業を行って

います。 

〒320-8508 宇都宮市若草1-10-6 

とちぎ福祉プラザ障害者スポーツセンター内（TEL＆FAX028-624-2761） 

 

(4)障害者スポーツ活動支援団体 

 名称 所在地 TEL FAX 

１ 
栃木県障害者スポーツ団体 

連絡協議会 

321-3322 

芳賀町東水沼931-5佐々木方 
090-2666-4345 028-638-8838 

２ 
栃木県障がい者スポーツ指導者

協議会 

326-0065 

宇都宮市駒生町1088-6  

ピア・アベニューＡ1021 那須野方 

090-1234-4361  

 

(5)障害者スポーツ施設 

 名称 所在地 TEL FAX 

１  
 障害者スポーツセンター 

（わかくさアリーナ） 

320-8508 

宇都宮市若草1-10-6 
028-678-6677 028-623-0055 

２ 宇都宮市サン・アビリティーズ 
321-0112 

宇都宮市屋板町251-1 
028-656-1458 028-656-1458 

３ 
足利市民プラザ 

身体障がい者スポーツセンター 

326-0823 

足利市朝倉町264 
0284-72-8511 0284-72-7278 



 

(6)障害者スポーツセンター（わかくさアリーナ） 

○設置目的 

障害者スポーツセンター(愛称“わかくさアリーナ”)は、障害

のある方が気軽に利用することができ、障害者スポーツを通して

地域の方々と交流ができる環境を整えるとともに、障害者スポー

ツに関する情報の発信など、本県障害者スポーツ活動の拠点とし

て活用を図るために設置した施設です。 

 

○施設の概要 

障害者スポーツセンターには次のような設備・機能があります。 

・アリーナ（約 950 ㎡） ……空調設備を完備し、バスケットボールコート１面、バレーボールコート

２面、ボッチャコート４面などを確保可能 

・サウンドテーブルテニス室…視覚障害者が音を頼りに行う卓球競技の専用室を２室設置 

・トレーニングコーナー ……基礎体力づくりや主体的な健康づくりを支援 

・ウォーキングデッキ  ……手摺付のウォーキングスペースを設け、天候の影響を受けずに歩行訓練

や足腰のトレーニングが可能 

・観覧室兼多目的室  ………２階からアリーナ全体を見渡せる観覧室であり、多様な利用目的にも対

応 

・その他    ………………エレベーター、多目的トイレ、男女別障害者用トイレ、車椅子で使用可

能なシャワー付きの更衣室などを設置 

 

○開館時間及び休館日 

・開館時間 ９：00～21：00 

・休館日  毎週月曜日（祝日のときは翌日）、年末年始（12/29～1/3） 

○利用料金 

・専用利用（団体）の場合 

        利用時間区分 

施設区分 

午前９時から 

正午まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後７時まで 

午後７時から 

午後９時まで 

アリーナ 
全面 3,800 円 5,720 円 3,810 円 3,810 円 

半面 1,900 円 2,860 円 1,900 円 1,900 円 

サウンドテ－ブルテニス室 1,250 円 1,670 円 830 円 830 円 

観覧室兼多目的室 1,900 円 2,860 円 1,900 円 1,900 円 

会議室 1,560 円 2,080 円 1,030 円 1,030 円 

・普通利用（個人）の場合 

      利用時間区分 

施設区分 

単     位 

（１人１回につき） 

午前９時から 

午後１時まで 

午後１時から 

午後５時まで 

午後５時から 

午後９時まで 

アリーナ 

サウンドテーブルテニス室 

観覧室兼多目的室 

高校生等以下 220 円 220 円 220 円 

その他の者 430 円 430 円 430 円 

トレーニングコーナー 
高校生等以下 270 円 270 円 270 円 

その他の者 530 円 530 円 530 円 



○利用料金の減免 

障害者、障害者１名につき１名の介助者及び障害者団体等は利用料金の全額を免除します。 

・障害者  ……身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受け

た方又はそれと同等の心身の機能の障害がある方 

・障害者団体等…半数以上が障害者であるスポーツサークル、障害者スポーツの指導者を育成する団

体、障害福祉サービス等を行う社会福祉法人など 

 

○利用申込 

各施設を団体で占有して利用する場合には、事前の申込が必要です。申込期間は次のとおりです。 

・障害者又は障害者団体等…利用日の３箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで 

 （例：12 月 15 日に利用する場合、９月１日から 12月 14 日まで） 

・それ以外の者   ………利用日の１箇月前の日の属する月の初日から利用日の前日まで 

 （例：12 月 15 日に利用する場合、11 月１日から 12月 14 日まで） 

 

□問合せ先 

・住所     〒320-8508 宇都宮市若草 1-10-6 

・TEL      028-678-6677 

・管理運営団体 （特非）栃木県障害者スポーツ協会 

 (7)障害者スポーツ団体 
 種 目 名   称 

1 アーチェリー 宇都宮身体障害者アーチェリークラブ 

2 グラウンドゴルフ 全国脊髄損傷者連合会栃木県支部グランドゴルフクラブ 

3 ゲートボール 栃木県聴覚障害者協会ゲートボール部 

4 水泳 栃木県身体障害者水泳協会（栃木とびうお） 

5 スキー 栃木県障害者スキー協会 

6 グランドソフトボール 栃木県視覚障害者福祉協会グランドソフトボール部 

7 ソフトボール 栃木県聴覚障害者協会ソフトボール部 

8 サウンドテーブルテニス 栃木県視覚障害者福祉協会サウンドテーブルテニスクラブ 

9 ダーツ とちぎ脳卒中者と家族の会 〕かけ橋〔 ダーツクラブ 

10 ダーツ とちぎ障がい者ダーツクラブ 

11 卓球 栃木県障害者卓球連盟 

12 卓球 栃木県聴覚障害者協会卓球部 

13 車椅子ダンス ＷＩＮＧ（ウイング） 

14 スポーツチャンバラ 栃木県スポーツチャンバラ協会 

15 車いすバスケットボール 栃木県車椅子バスケットボールクラブ 

16 車いすバスケットボール 栃木レイカーズ 

17 車いすツインバスケットボール 栃木バスターズ 

18 バドミントン 栃木県聴覚障害者協会バドミントン部 

19 シッティングバレーボール 栃木サンダース 

20 バレーボール 栃木県聴覚障害者協会バレーボール部（男子部・女子部） 

21 吹き矢 全国脊髄損傷者連合会栃木県支部吹き矢クラブ 

22 フライングディスク 栃木県障害者フライングディスク協会 

23 マラソン 栃木車椅子マラソンクラブ 

24 軟式野球 栃木県聴覚障害者協会野球部（休部中） 

25 陸上競技 ほか スペシャルオリンピックス日本・栃木 

26 ボッチャ 栃木県ボッチャ協会 

27 卓球バレー 栃木県卓球バレー協会 

※各障害者スポーツ団体への問い合わせは、（特非）栃木県障害者スポーツ協会（TEL028-624-2761）までお願いします。 

 


