
第14回全日本知的障害児・者サッカー競技会
にっこにこフェスタ

開催報告書

2021年 10月 17日　開催
2021年 12月 05日　開催
於：東京都　江戸川区陸上競技場

スポーツ振興くじ助成事業



第 14 回全日本知的障害児・者サッカー競技会

開催目的

知的障害児 ･ 者が、日常的にスポーツに携わる機会は少なく、また、その中でも未経験者から競技者までとニーズの幅も広い。

このような環境であるから普及の種を蒔き、環境改善及び意識の高揚、地域社会への理解を図ることを目的として、

「誰でも、一人でも、仲間とも、家族とも」楽しめるサッカーを提案する。

【実施状況報告】

大会名　　　　　　第 14 回全日本知的障害児・者サッカー競技会　にっこにこフェスタ

開催期日　　　　　① 2021 年 10 月 17 日 ( 日 )　フィールドスターリーグ及びチャレンジフィールド

　　　　　　　　　② 2021 年 12 月   5 日 ( 日 )　チャンピオンリーグ及びチャレンジフィールド

天候　　　　　　　① 10 月 17 日　小雨

　　　　　　　　　② 12 月　5 日　晴れ

開催会場　　　　　江戸川区陸上競技場

参加地域　　　　　1 都 1 府 2 県（参加団体・運営スタッフ）

　　　　　　　　　茨城県・東京都・大阪府・福岡県

参加選手　　　　　団体数　14 団体

　　　　　　　　　　フィールドスターリーグ参加チーム　24 チーム　総試合数 36 ゲーム（4 コート）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　チャンピオンリーグ参加チーム数　　12 チーム　総試合数 18 ゲーム（3 コート）

　　　　　　　　　選手数　246 名

　　　　　　　　　個人参加者数　22 組（66 名）

　　　　　　　　　監督・コーチ・引率者　92 名

ボランティア数　　174 名

観戦者数　　　　　50 名

総参加者数　　　　781 名
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主　　　催　　認定特定非営利活動法人 トラッソス

主　　　管　　全日本知的障害児・者サッカー競技会実行委員会

後　　　援　　スポーツ庁　　東京都　　江戸川区　　江戸川区教育委員会　　公益社団法人 東京都障害者スポーツ協会

　　　　　　　社会福祉法人 東京都社会福祉協議会　　社会福祉法人 東京都手をつなぐ育成会

協賛・寄付　　株式会社オーエンス　　hummel　　リベラル株式会社　　株式会社伊藤園　　五洋建設株式会社

　　　　　　　株式会社 D&I　　株式会社モルテン　　株式会社アクト・テクニカルサポート　　　株式会社 T.M GP

　　　　　　　株式会社新建設　　レストラン三橋　　勝木食品工業株式会社　　内海建設株式会社　　

　　　　　　　株式会社江機製作所　　株式会社鈴木スポーツ　　桐井電設工業株式会社　　有限会社葛和　

　　　　　　　株式会社ササキスポーツ　　有限会社明和ビルサービス　　なぎさの会　

　　　　　　　社会福祉法人江戸川区菜の花の会　　江戸川区手をつなぐ育成会 ( 親の会 )　　　

　　　　　　　江戸川区校長会　　山本陽一　　　

　　　　　　　

協　　　力　　江戸川区サッカー連盟　　千葉県知的障害者サッカー連盟　　タカヤスポーツ株式会社　　

　　　　　　　　　

　　　　　　　

( 順不同・敬称略 )

( 順不同・敬称略 )

( 順不同・敬称略 )
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競技会を支える 150 名を超える
ボランティアスタッフをご紹介します。

年齢も職業も違う方々が「皆さんに競技会を笑顔で楽しんでもらおう !」と
御参集くださいました。心からお礼を申し上げます。

スタッフの皆さんも心から“楽しさ”を共有しましょう。

ボランティアスタッフ

第14回全日本知的障害児･者サッカー競技会

矢野　　進　　宇都　　貴
吉川　貴博　　鈴木　　譲
神谷　　誠　　谷本　有紘
加藤　謙一　　矢作　泰三

五洋建設株式会社
亀山　　健　　渡辺　凌平
倉科　　大　　窪田　聡司
中村　順也

株式会社エスエスケイ

川口　美希
株式会社 LIFE.14

信部　佳代　　信部　紗良
谷内　仁美　　穴澤　奈月
森　　来華　　住山雄一郎
田中　独歩　　宮内　宏徳

株式会社D＆I

公認審判員　　　　20名
江戸川区サッカー連盟

公認審判員　　　　40名
にっこにこフェスタ

福井　宏昌　　山田　一貴
株式会社 LIG

黒川　駿哉　　岸本　志織
医 師･看 護 師･AT

渡辺　龍一
帝京平成大学

鵜沢　　勝　　菅野　大輔
佐々木智晴　　嶋田淳之介　

ADISC

山本　圭志　　鈴木　優斗
黒田　悠太　　遠藤　瑛太
竹原　　要　　齋藤　颯月
山賀　圭太　

東京都立多摩工業高等学校

小川　隆弘　　小川　あい
小川ちひろ　　岡本喜久子
星野　　真　　星野　真衣
神長　友弘　　森河ひろみ
戸室登美江　　井上　満之
渡辺美香子　　樽野　秀子
出嶋ひろ子　　北村　嗣陽

なぎさの会

小川さおり　　鈴木　　元
南波　越郎　　大山　　歩

エギーズ

森本　禎信　　森本　幸子
嶋津　千夏　　中川　千穂
東瀬　早苗　　山森　裕子　　
末平　真由 　  伊東　幹雄
中沢　隆夫　　菅原　　翠
藤沼　育美　　岩田　怜桜
山口健太郎　　松葉　　貴
渡邉　玲生　　市川　智恵
小暮　遥香　　石橋　正幸
Nikolai Kawabata　　　　Felipe de Miguel Campos
宮本　　森　　石原　純子
東瀬　　宏

小山　功介　　小山　悦子
鶴岡　明美　　吉川　貴子
河井　直人　　太田　千晴
中杉　　学　　間瀬紗也子
吉川　颯香　　小寺　純子
福井　鉄也　　若林　真充
金子　唯果　　富山　潤一
山本　　治　　稲川　貴大
神田　純一　　富田　浩之
佐々木絹子　　斎藤　恭子
坂口　匡代　　山田　美貴

鈴木　均司　　西村　　清
石井　一弘　　永田真太郎
塩原　　聡　　塩原　幸香
向井久美子　　八代　和子
井上壮太郎　　渡邊　沙綾
佐藤　紫乃　　吉田　博子
飯室　直人　　山﨑　洋平
久野　義直　　高橋　智之
田部井洋介　　田部井円香
姜　　文龍　　齊藤　紫津
望月　　博　　望月シマエ
元繁菜奈美　　東瀬　　優

一般ボランティア

顧問　藤澤　進一　江戸川区議会議員
会長　吉田　力男　東京都障害者スポーツ協会顧問
委員　山中謙太郎　千葉県知的障害者サッカー連盟理事長
　　　中久喜　泉　FC SERENO
　　　百田　由利　アメッチクラブ
　　　児玉　　悟　荒川サッカー広場
　　　

実 行 委 員 会
委員　（NPO）トラッソス
　　　江木ひかり　　吉澤　昌好
　　　　原　芳枝　　田中　康嗣
　　　橋本　清美　　藤沼　光輝
　　　荻野　敦子　　斎藤　啓子
　　　髙野　昌明
　　　

運営スタッフ



【第 14 回競技会を終えて】

皆さんに支えていただいて 14 年が経ちました
昨年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、

断腸の思いで中止の判断をしました
本年は、少しでも選手たちに活躍の場を提供したいと思い、
準備を進める一方で、また中止になるのではないかという

不安との戦いがありました

緊急事態宣言もあけ、感染状況が落ち着きを見せ始め
感染防止策を徹底して、小規模でも実施しようと判断をしました

このような状況下でも、江戸川区の更なるご理解をいたただき
素晴らしい天然の芝生で、二日間もサッカーを

久しぶりに楽しむ機会を提供できたのではないかと思っております

今年は都内及び近県の団体が参加してくださいました
選手の皆さんがハツラツとプレーしている中

指導者のみなさんは、ジェスチャーなどを交えなら
新たな応援スタイルをみせてくださっていました

そして
コロナ禍にも関わらず

競技会を成功に導いてくださったのは
ご協力をいただきました 150 名を超えるボランティアスタッフ

本競技会の趣旨に賛同してくださった企業、団体、個人の方々の支援のお陰です
皆様の温かいご理解とご支援、ご協力があってのことです

心より御礼申し上げます

参加された方々から
「フェスタを楽しみにしている !」「また来年も来ます !」
とお声をいただきましたこと、大変嬉しく思っております

各地に戻られた後に、様々なお話をしていただいているようです
これを受け、今後も知的障がい・発達障がいのある方々、保護者の方々、

施設関係者の方々などに向けての
情報発信源の一端を更に担っていきたいと思います

心から楽しみ、感動し合えるサッカーを伝達していくと共に、
多くの皆様の笑顔に会えるよう努力を続けてまいります

特定非営利活動法人トラッソス

理事長　　江木　ひかり

全日本知的障害児 ･ 者サッカー競技会

実行委員会会長　　吉田　力男

【事業成果】
①江戸川区のご理解のもと、フィールドスターリーグとチャンピオンリーグを別日程で行い（チャレンジフィールドは両日開催）、二日間に渡って

　開催することができました。

② 12 月は多くの地域住民の方々にもご参加いただき、楽しんでもらうことで啓発につながりました。

③スポーツ振興くじ助成並びに多くの企業や個人の皆様からのご協賛を賜り、開催することができました。限られたボランティアスタッフのご協

　力のもと、開催することができました。

④新型コロナウイルス感染症の感染防止策について、参加者やボランティアスタッフなど全ての方にご理解とご協力をいただき、検温や手指消毒

　の徹底を含め、安心安全な競技会の運営を行うことができました。

⑤江戸川区サッカー連盟より多くの審判員が参加してくださり、ジャッジだけではなく、ゲームディレクターとしてご活躍いただきました。また、

　選手に優しくルールを教える場面も増加し、微笑ましいゲーム進行となりました。更に、フィールドスターリーグ専門審判員もオンライン講習

　会を行い、一年間かけて準備をしてきました。
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【参加者の声】

○事前の選手との会話で、練習を全くしていない中だけど、今回は久しぶりにみんなで集まって、サッカーができることを

楽しむ為に参加しましょうと伝えました。

○とにかく楽しそうでした。そして公式戦が初めての中学生のメンバーが練習では見られない動きや表情をしていて、きち

　んとした大会に参加させてもらえる事は、練習では経験できない事を得られる貴重な場所だと改めて思いました。

○印象に残ったエピソードとして、ゴールの方向を間違ってしまった仲間にコーチの声がけではなく、コート内の選手が肩

　を触りながら教えてあげていました。

◯このような状況下で色々とご苦労があったと思いますが、みんなが久しぶりにサッカーができて、いい笑顔が見られる環

　境をありがとうございました。

◯審判をはじめ、みなさんが雨の中運営に携わってくださっていて、感謝の気持ちでいっぱいです。来年もせひ参加したい

　です。ありがとうございました。

◯選手たちは、相手選手を言い合う場面も見られ熱く取り組むことができていました。何か言われると言い返したくなる選

　手たちですが、試合に勝てるよう協力する姿に感動しました。無礼な言動もあり大変申し訳なく思っています。選手とも

　ども成長していきたいと思っています。今後も宜しくお願いいたします。

【にっこにこフェスタ専門審判員のエピソード】

☆久々に会う審判員・選手・コーチ陣の皆さんと、同じ時間を過ごせた事を嬉しく思います。雨の中でしたが、それもまた

　寒さを共感し合って、より一体感のようなものを強く感じながら過ごせたように思います。

☆選手たちは、どんな大差になる試合でも一生懸命に走って、前を向き、最後まで頑張っていました。仲間にシュートシー

　ンを譲るなど、相手を思いやる場面も多くあり、心が温まりました。また、トラッソスの選手が FC 東京の選手を応援し

　ており、大会等を通じて関係性が作られている事に感心しました。こうした友好的な関係性が、子どもたちの自信や成長

　に繋がっていると思うと、トラッソスの活動・にこフェスの意味深さを感じ、私も嬉しい気持ちになりました。

☆やや一方的にやられている状況で、失点を仲間のせいにしてしまった選手がいました。彼に対して、「ディフェンスの彼

　も頑張っているんだから、1 点取ってきてやろうよ」と伝え、その後のキックオフから見事にその選手が一点をもぎ取り、

　渾身のガッツポーズをしてくれたことは、僕も嬉しかったです。

☆参加した選手の皆さんが、伸び伸びとサッカーを楽しむ姿を間近で見られたことは楽しかったです。広い芝生で走り回れ

　るのは、開放感があって格別かと思います。ハーフタイムでテントに戻ったチームが間髪おかずに「早くプレーしたい！」

　と、コートに走ってきたシーンが印象に残りました。雨にも負けず外へ出る気概と、後先考えないお茶目な感じが相まっ

　て微笑ましかったです。

☆選手同士が接触があったりしても、すぐに謝りにいったり、許しあう光景などは、こちらもとても嬉しい気持ちになりま

　した。また、試合中に靴紐を結んであげると「ありがとう」と挨拶してにきてくれたことも嬉しかったです。色々な貴重

　な体験をさせていただき、ありがとうございました。ぜひ大阪でも開催させていただきたいです。
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フィールドスターリーグ結果（10/17）



【フィルドスターリーグの様子】

-7-



【フィールドスターリーグの様子】
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チャンピオンリーグ結果（12/5）



【チャンピオンリーグの様子】
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【チャンピオンリーグの様子】
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【チャレンジフィールドの様子】
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【チャレンジフィールドの様子】
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【スタッフの様子】
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