
森　卓也 砲丸投げ 8.75　円盤投げ 23.96　やり投げ 24.835/11 ～ 13 世界パラ陸上グランプリ（北京）

砲丸投げ 9.20　円盤投げ 22.58ジャパンパラ陸上競技大会（群馬県）7/7 ～ 8 森　卓也

砲丸投げ　9.01日本パラ陸上競技選手権大会（香川県）9/1 森　卓也

砲丸投げ 9.50　円盤投げ 24.17　やり投げ 22.47インドネシアアジアパラ競技大会10/6 ～ 13 森　卓也

2.47.43スイムラン in 多岐（鳥取県）8/5 矢冨　竜

100m 自由形 1.28.37　50m 自由形 40.02障がい者水泳選手権（鳥取県）9/23 矢冨　竜

3.47.49松江マラソン（島根県）12/2 矢冨　竜

100m 21.77　200m 41.49世界パラ陸上グランプリ（北京）5/11 ～ 13 安野　祐平

100m 21.15　200m 38.63ジャパンパラ陸上競技大会（群馬県）7/7 ～ 8 安野　祐平

100m 23.17日本パラ陸上競技大会（香川県）9/1 安野　祐平

F32 クラス砲丸投げ 4.66
こん棒投げ 15.98（大会新）9/1 ～ 9/2 第 29 回日本パラ陸上選手権大会（香川県） 井上　流生

スラローム 失格　
ビーンバック投げ 15.50　優勝 金メダル全国障がい者スポーツ大会（福井県栄陸上）10/13 ～ 15 井上　流生

予選 1 位第 20 回ウェルチェアラグビー日本選手権大会予選（高知県）7/14 ～ 15 角　佳樹

準優勝第 20 回ウェルチェアラグビー日本選手権大会（千葉県）12/14 ～ 16 角　佳樹

オープン座位 3 勝 0 敗第 20 回日本ボッチャ選手権大会
西日本ブロック予選会（岡山県）7/14 ～ 15 上野　柊斗

0 戦 2 敗（グループリーグ敗退）第 20 回日本ボッチャ選手権大会（福島県）12/1 ～ 2 上野　柊斗

BC2 1 勝 2 敗で予選敗退第 20 回日本ボッチャ選手権大会
西日本ブロック予選会（岡山県）7/14 ～ 15 松下　真一朗

BC1 1 勝 2 敗で予選敗退第 20 回日本ボッチャ選手権大会
西日本ブロック予選会（岡山県）7/14 ～ 15 高尾　望巳

25m 自由形 18.29　50m 自由形 40.63第 11 回鳥取県障がい者スポーツ大会水泳選考会（鳥取県）5/19 新野　真美

25m 自由形 17.90　50m 自由形 39.82第 24 回中国四国身体障がい者水泳選手権大会（広島県）6/3 新野　真美

25m 自由形 17.88　50m 自由形 40.07第 18 回全国障がい者スポーツ大会
福井しあわせ元気大会（福井県）10/13 ～ 15 新野　真美

100m 自由形 1.33.06　50m バタフライ 46.17第 24 回中国四国身体障がい者水泳選手権大会（広島県）6/3 中村　仁士

50m 自由形 39.43　100m 自由形 1.25.21ジャパンパラリンピック決勝（神奈川県）9/22 ～ 24 中村　仁士

50m 自由形 38.88　100m 自由形 1.25.54日本パラ水泳選手権大会（三重県）12/1 ～ 2 中村　仁士

1 位第 11 回鳥取県障がい者スポーツ大会
アーチェリー（鳥取県）5/18 安達　和幸

2018 年度  CHAX 障がい者アスリートチーム成績表

2018 年 森　卓也 スポーツ栄誉賞鳥取県障がい者スポーツ協会

選手名 成績大会名開催日



選手名 成績大会名開催日

2019 年度  CHAX 障がい者アスリートチーム成績表

第 24 回関東パラ陸上選手権大会（東京）7/6 ～ 7/7 森　卓也 F55 座位砲丸投げ 8.89ｍ（1 位）

第 24 回関東パラ陸上選手権大会（東京）7/6 ～ 7/7 安野　祐平
車いす 100ｍ21.32 秒（1 位）
車いす 200ｍ40.06（1 位）

2019 ジャパンパラ陸上競技大会（岐阜）7/20 ～ 7/21 森　卓也 F55 座位砲丸投げ 8.67ｍ（1 位）

2019 ジャパンパラ陸上競技大会（岐阜）7/20 ～ 7/21 井上　流生
座位砲丸投げ 5.41ｍ（1 位）
座位こん棒投げ 15.61ｍ（1 位）

安野　祐平
車いす 100ｍ21.59 秒（1 位）
車いす 200ｍ42.19（1 位）

第 39 回　大分国際車いすマラソン（大分）11/17

第 39 回　大分国際車いすマラソン（大分）11/17 安野　祐平
T33 車いすの部ハーフマラソン
1 時間 16 分 6 秒（3 位）

10/20 石見空港マラソン（島根） 矢冨　竜
ハーフマラソン
1 時間 52 分 14 秒（84 位）

おかやまマラソン（岡山）11/20 矢冨　竜
フルマラソン
3 時間 46 分 47 秒（1,798 位）

国宝松江城マラソン（島根）12/1 矢冨　竜
フルマラソン
3 時間 50 分 10 秒（208 位）

第 4 回全国ボッチャ選抜甲子園（東京）8/13 予選敗退高尾　望巳

第 2 回鳥取県ボッチャ大会（米子）11/23 上野　柊斗 OP 予選敗退

第 2 回鳥取県ボッチャ大会（米子）11/23 松下　真一朗 BC2 予選敗退

第 2 回鳥取県ボッチャ大会（米子）11/23 高尾　望巳 BC1 予選敗退

第 21 回　日本ボッチャ選手権大会（愛知）12/20 ～ 12/22 高尾　望巳 BC1 予選敗退

のじぎく杯（兵庫）9/16 上野　柊斗

のじぎく杯（兵庫）9/16 松下　真一朗

あいぼっちゃ大会（大阪）　11/23 上野　柊斗

あいぼっちゃ大会（大阪）　11/23 松下　真一朗

第 21 回　車いすラグビー日本選手権大会予選リーグ7/27 ～ 7/28 角　佳樹 予選通過

角　佳樹第 21 回　車いすラグビー日本選手権大会本戦（北海道）12/20 ～ 12/22 準優勝

全国障害者スポーツ大会　茨城大会　　10/14　 安達　和幸 ※台風のため中止

鳥取県障がい者インドア選手権12/22 安達　和幸 3 位



第 7 回　中国パラ陸上オープン選手権大会（北京）5/10 ～ 5/12 森　卓也
F55 座位砲丸投げ 9.00ｍ（2 位）
円盤投げ 25.38ｍ（3 位）
やり投げ 21.39ｍ（3 位）

選手名 成績大会名開催日

2019 年度  CHAX 障がい者アスリートチーム成績表（2）

第 7 回　中国パラ陸上オープン選手権大会（北京）5/10 ～ 5/12 安野　祐平 T33 車いす 100ｍ23.32 秒（4 位）

第 30 回日本パラ陸上競技選手権大会（大阪）6/1 ～ 6/2 森　卓也
F55 座位砲丸投げ 8.79ｍ（1 位）
円盤投げ 25.78ｍ（1 位）日本記録

第 30 回日本パラ陸上競技選手権大会（大阪）6/1 ～ 6/2 井上　流生
F32 座位砲丸投げ 6.32ｍ（1 位）
座位こん棒投げ 18.04ｍ（1 位）

第 30 回日本パラ陸上競技選手権大会（大阪）6/1 ～ 6/2 安野　祐平
T33 車いす 100ｍ22.5 秒（2 位）
車いす 200ｍ40.04（1 位大会記録）

2019 中四国パラ陸上競技大会（香川）6/29 井上　流生
F55 座位砲丸投げ 6.01ｍ
座位こん棒投げ 16.69ｍ（1 位）

2019 中四国パラ陸上競技大会（香川）6/29 安野　祐平
T33 車いす 100ｍ20.49 秒（1 位）
車いす 200ｍ39.01（1 位）

サマータウンアンダー 2020（オーストラリア）1/18 ～ 1/27 安野　祐平
T33 車いす 100ｍ
21.66 秒、21.25 秒

鳥取マラソン（鳥取） 矢冨　竜
フルマラソン
3 時間 50 分 57 秒（617 位）

3/10

中四国身体障害者水泳選手権大会（広島） 新野　真美
25ｍ自由形 17.90 秒（1 位）
50ｍ自由形 39.82 秒（1 位）

6/2

第 20 回鳥取県室内マスターズ水泳競技大会（鳥取）2/23 新野　真美
25ｍ自由形 18.03 秒（3 位）
50ｍ自由形 40.93 秒（1 位）

鳥取県障がい者スポーツ大会（鳥取）5/19 新野　真美
25ｍ自由形 17.99 秒（1 位）
50ｍ自由形 38.90 秒（1 位）

第 21 回　日本ボッチャ選手権大会　西日本ブロック予選（静岡）6/29 ～ 6/30 上野　柊斗 OP 予選敗退

第 21 回　日本ボッチャ選手権大会　西日本ブロック予選（静岡）6/29 ～ 6/30 松下　真一朗 BC2 予選敗退

第 21 回　日本ボッチャ選手権大会　西日本ブロック予選（静岡）6/29 ～ 6/30 高尾　望巳 BC1 予選通過

2019 年 鳥取県障がい者スポーツ協会 森　卓也 特別賞


