
平成３０年度の大会情報について 　

競技 大　　　　会　　　　名 開　催　日 会　　　　　　　　　場

第１３回大分県障がい者スポーツ大会

卓球バレー
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼第１９回大分オープン卓球バレー大会
４月２２日（日） 太陽の家サンスポーツセンター

卓球・ＳＴＴ 第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人競技） ５月１２日（日） 県身体障害者福祉センター

アーチェリー
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人競技）

兼第２７回大分県身体障害者アーチェリー選手権大会
５月１９日（土）  別府市営実相寺アーチェリー場

ボウリング
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人競技）

兼めじろんカップ争奪
５月１９日（土） タワーボウル稙田店

バレーボール（精神）
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼大分どげえ会親善バレーボール大会
５月１９日（土） 県身体障害者福祉センター

水泳 第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人競技） ５月２０日（日） 大分市営温水プール

陸上・フライングディスク 第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人競技） ５月２７日（日） 大分スポーツ公園

サッカー（知的）
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼大分県知的障がい者サッカー大会
６月２３日（土） 大分大学グラウンド

グラウンド・ゴルフ
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼第１５回大分県身体障がい者グラウンド・ゴルフ大会
９月２０日（木） 七瀬川自然公園グラウンド

車椅子ツインバスケットボール
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼第１６回大分かぼすカップ車椅子ツインバスケットボール大会
９月２２日（土）～２３日（日） べっぷアリーナ

ボッチャ
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（個人・団体競技）

兼第１４回大分オープンボッチャ選手権大会
９月２９日（土）予定（個人戦）

１２月予定（団体戦）
太陽の家サンスポーツセンター　予定

ゲートボール
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）
兼第３３回大分県身体障がい者ゲートボール大会

１０月２５日（木） 七瀬川自然公園グラウンド

ふうせんバレー 第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技） １１月１１日（日） はちまんの郷宇佐

車椅子バスケットボール
第１３回大分県障がい者スポーツ大会（団体競技）

兼平成３０年度大分県車椅子バスケットボール選手権大会
１２月２３日（日） 太陽の家サンスポーツセンター　

第１８回全国障害者スポーツ大会　九州ブロック予選会（大分県が出場する競技）

バスケットボール（知的） 第１８回全国障害者スポーツ大会　九州ブロック予選会 ４月７日（土）～８日（日） 宮崎県

サッカー（知的） 第１８回全国障害者スポーツ大会　九州地区ブロック予選会 ４月２９日（日） 大分スポーツ公園

バレーボール（精神） 第１８回全国障害者スポーツ大会　九州ブロック予選会 ６月９日（土）
大分市東部公民館

（旧グリーンカルチャーセンター）

バレーボール（聴覚） 第18回全国障害者スポーツ大会　九州ブロック予選会 ５月１２日（土） 佐賀県勤労者体育センター

車椅子バスケットボール 第１８回全国障害者スポーツ大会　九州ブロック予選会 ６月２３日（土）～２４日（日）
大分市東部公民館

（旧グリーンカルチャーセンター）

その他大会・記録会等　４月～６月

車椅子バスケットボール 内閣総理大臣杯争奪第４６回日本車椅子バスケットボール選手権大会 ５月１９日(土)～２０日(日)
武蔵野の森総合スポーツプラザ

（東京都調布市）

卓球バレー
第１６回あすぴあ大分卓球バレー大会
（大分県身体障害者福祉センター杯）

７月１日（日） 県身体障害者福祉センター

グランドソフトボール 第５５回九州視覚障害者グランドソフトボール大会 ５月１２日（土）～１３日（日） 福岡県筑後広域公園多目的広場

卓球バレー 平成３０年度県民すこやかスポーツ祭　なかつ＊ふれあい ５月２０日（日） 中津市中津体育センター

聴覚 第５５回全九州ろうあ者スポーツ大会 ５月１２日（土）～１３日（日） 佐賀県佐賀市

アーチェリー 県民すこやかスポーツ祭アーチェリー体験教室 ５月１９日（土） 北九州障がい者スポーツセンター

ボッチャ 平成３０年度県民すこやかスポーツ祭 ６月９日（土）予定 未定

ボッチャ 第２０回日本ボッチャ選手権大会西ブロック予選会 ７月１３日（金）～１６日（月） 岡山県

卓球バレー 第１６回萩・卓球バレー交流大会 ６月１６日（土）
山口県萩市ウェルネスパーク多目的体

育館

サウンドテーブルテニス 第２１回宮崎県小林市ＳＴＴ親善大会 ６月１０日(日） 小林市武道場体育館

卓球 第３９回全九州障害者卓球選手権大会 ６月２４日（日） 長崎県（会場未定）

水泳 第２９回九州障がい者水泳選手権大会 ６月２４日（日） アクシオン福岡

サッカー（知的） 大分県知的障がい者サッカー大会 ６月２３日（土） 大分大学グラウンド

卓球バレー 第１５回あじさい杯卓球バレー交流会　 ６月下旬予定 宮崎県延岡市



競技 大　　　　会　　　　名 開　催　日 会　　　　　　　　　場

アーチェリー 第４３回九州身体障害者アーチェリー選手権大会 ９月３０日（日） 熊本県菊陽町杉並木公園

サウンドテーブルテニス 第１１回山口県ＳＴＴ大会 ６月２４日（日） 山口県身障福祉センター

その他大会・記録会等　７月～９月

サウンドテーブルテニス 第２０回中津市ＳＴＴふれあい大会市長杯 １０月１４日（日） 中津市教育福祉会館

アーチェリー 第２１回豊の国杯身体障害者アーチェリー大会 ７月１日（日） 日田市アーチェリー場

サウンドテーブルテニス 第３３回大分県社協ＳＴＴ会長杯大会 ７月８日（日） 大分県総合社会福祉会館

卓球バレー 第４回由布市卓球バレー交流大会 ２月中旬（予定） 大分県のぞみ園（予定）

水泳 第１１回ＦＲＩＥＮＤＬＹ水泳記録会 ８月１1日（土） 太陽の家

フットサル 第１５回大分県障がい者フットサル大会 ８月２５日（土） 大分大学グラウンド

サウンドテーブルテニス 第２７回熊本県火の国杯サウンドテーブルテニス大会 ８月２６日（日） 熊本県総合社会福祉会館

車椅子ツインバスケットボール 第３０回九州車いすツインバスケットボール選手権大会 ９月８日（土）～９日（日） 熊本県立総合体育館

車椅子バスケットボール ２０１８むつごろうＣＵＰ車椅子バスケットボール大会 ６月９日(土)～１０日(日)
諸富文化体育館ハートフル

（佐賀県佐賀市）

車椅子バスケットボール ＳＡＧＡ　Ｓｕｐｅｒ　Ｇａｍｅｓ　２０１８　車椅子バスケットボール大会 ７月７日(土)～８日(日) 佐賀県立総合体育館

車椅子バスケットボール 第４０回火の国杯争奪九州車いすバスケットボール選手権大会 ８月１８日(土)～１９日(日) 熊本県

車椅子バスケットボール 第２２回全国シニア選抜車椅子バスケットボール大会 １１月１０日(土)～１１日(日)
グリーンアリーナ神戸

（兵庫県神戸市）

車椅子バスケットボール
第１５回北九州チャンピオンズカップ国際車椅子バスケットボール

大会
兼第２１回全日本ブロック選抜車椅子バスケットボール選手権大会

１１月１６日（金）～１８日（日）
市立総合体育館

（福岡県北九州市）

聴覚 第５２回全国ろうあ者体育大会 ９月２０日（木）～２３日（日） 埼玉県

卓球バレー 第３９回大分県障がい者・児”秋の交歓会”卓球バレー大会 ９月１日（土） 県身体障害者福祉センター

サウンドテーブルテニス 第３６回福岡市ふれあい卓球まつり ９月１６日(日） 福岡市障害者スポーツ体育館

卓球バレー 第８回ムツゴロウ杯卓球バレー交流大会 ７月８日（日）
佐賀県勤労身体障害者教養文化体育

館

サッカー（身体） 第４回ヴィッセル神戸ＣＵＰ８人制サッカー大会 ９月予定 兵庫県神戸市

陸上（知的） 第７回チャレンジ陸上記録会 ９月下旬予定 野口原総合運動場陸上競技場

車椅子ツインバスケットボール 第３１回厚生労働大臣杯争奪日本車椅子ツインバスケットボール大会 ６月９日（土）～６月１０日（日） アミューズ豊田

車椅子ツインバスケットボール 第３０回九州車椅子ツインバスケットボール選手権大会 ９月８日（土）～９月９日（日） 熊本県立総合体育館

その他大会・記録会等　１０月～１２月

グランドソフトボール 第２３回火の国杯争奪グランドソフトボール大会 ９月１６日（日） 熊本県水前寺江津湖公園ソフトボール場

アーチェリー

第４３回九州身体障害者アーチェリー選手権大会
兼第４７回フェニックス熊本大会

兼第４１回火の国杯争奪九州身障選手権
９月２９日（土）～３０日（日） 熊本県菊陽町杉並木公園

卓球 第４１回大分県障害者卓球選手権 １０月７日（日） 県身体障害者福祉センターあすぴあ大分

グラウンド・ゴルフ 第１２回九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会 １１月１日（木）～２日（金） 沖縄県那覇市

ソフトボール（精神） 平成３０年度大分どげえ会親善ソフトボール大会 １０月６日（土） 大洲総合運動公園多目的広場

サウンドテーブルテニス 第２１回別府市ＳＴＴふれあい大会 １１月１１日（日） 別府市身体障害者体育館

ゲートボール 第３３回九州身体障害者ゲートボール大会 １０月１１日（木）～１２日（金） 佐賀県佐賀市

聴覚 大分県聴覚障害者協会体育祭 １０月２８日（日） 県立聾学校体育館

フライングディスク 第２６回大分県ふれあいフライングディスク大会 １０月６日（土）
大分スポーツ公園
だいぎんグラウンド

卓球バレー 第１１回火の国杯争奪九州卓球バレー大会 １１月上旬（予定） 熊本県身体障がい者福祉センター

サウンドテーブルテニス 第４６回九州視覚障害者サウンドテーブルテニス大会 １１月１７日(土)～１８日(日) 熊本県総合社会福祉会館

スペシャルオリンピックス日本・大分 第1８回スペシャルオリンピックス日本・大分夏季地区競技大会 １１月１８日（日） 県身体障害者福祉センターほか



競技 大　　　　会　　　　名 開　催　日 会　　　　　　　　　場

卓球バレー 別府身障協インドアスポーツ大会 １０月下旬（予定） 別府身体障がい者福祉センター

水泳 第３５回日本パラ水泳選手権大会 １２月１日(土)～２日(日) 鈴鹿スポーツの杜屋内プール

卓球 第１０回国際クラス別パラ卓球選手権大会 １１月１７日(土)～１８日(日)
大阪市舞洲障害者スポーツセンター

（アミティ舞洲）（予定）

陸上（知的） 第８回住吉浜シーサイド駅伝大会 １１月下旬予定 住吉浜リゾートパーク（杵築市）

卓球 大分県社会福祉協議会会長杯 ７月２２日（日） 県身体障害者福祉センター

卓球バレー ２０１８泉都別府卓球バレー交流大会 １２月中旬（予定） 太陽の家サンスポーツセンター

車椅子バスケットボール 第３９回朝日九州車いすバスケットボール選手権大会 １２月１日（土）～２日（日） 沖縄県

その他大会・記録会等　１月～３月

フットサル 第１６回大分県障がい者フットサル大会 １月２６日（土） 大分大学グラウンド

車椅子ツインバスケットボール 第３１回のじぎく杯争奪車いすツインバスケットボール大会 ９月２９日（土）～９月３０日（日） 兵庫県立障害者スポーツ交流館

卓球 大分県親善団体戦 ２月３日（日）

サッカー（身体） 第２６回ＳＵＮ－ＣＵＰインドアサッカー大会 １月下旬 太陽の家サンスポーツセンター

ボウリング 第２７回全国障がい者ボウリング大会 ２月１６日（土）・１７日（日） 博多スターレーン

アーチェリー 第２６回北九州交流インドアアーチェリー大会 ２月１１日（月） 北九州障がい者スポーツセンター

卓球 ふたば杯 ３月３日（日）

卓球 ジャパンオープンパラ卓球選手権 ３月未定 大阪

卓球バレー 西ブロック公認　第１０回はまゆう杯争奪卓球バレー交流大会 ３月中旬（予定） 佐土原体育館（宮崎市）

陸上（キッズスポッチャ) 第３１回岡山県吉備高原車いすふれあいロードレース大会 ９月２３日（日） 岡山県吉備高原都市

陸上（身体） 第３０回全国車いす駅伝競走大会 ３月中旬 京都府京都市

卓球 前田五男杯 ３月２４日（日）


