
 

 

令 和 ２ 年 度 

一般社団法人日本デフ陸上競技協会 

事 業 報 告 書 

（事業期間：令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで） 

 
 

 

 

競技力向上事業 

  



一般社団法人日本デフ陸上競技協会 

事業計画基本方針に対する評価及び所見 

 

 【基本方針への取り組みに対する評価及び所見】 

（１） 障害者スポーツ（デフ陸上競技）の地域振興の推進 

日本陸上競技連盟が契約している味の素ナショナルトレーニングセンターを利用できるように再度、顧問

にパイプづくりをお願いする予定だったが、新型コロナウィルスの影響により財政状況が厳しくなった関係

で顧問を雇えない状況になり、契約も白紙になってしまった。また、デフの選手が新規で当施設を使用する

ことは避けてほしいという情報があり、依頼申し上げにくい状況となってしまい、断念した。建設中のパラ

選手のナショナルトレーニングに関しても今後、情報を収集して正式に依頼していきたいと考えている。 

代替として移転した新事務所が移転前より広くなったため、トレーニング利用できるスペースを設け、ト

レーニングジムとして設置した。また、事務所近隣の商店街に応援してもらえるような場を設定して普及活

動を行い、地域でも知名度を上げていく計画として地域の町内会長と連携しながら進めてきた。 

 

（２） 国際大会・国内大会での競技環境の整備・理解啓発事業の推進 

新型コロナウィルス感染の影響により、ヨーロッパ選手権大会派遣は中止並びに第４回世界デフ陸上競技

選手権大会が延期になったため、理解啓発及び振興する場がなくなってしまった。しかし、代替えとして、

第１７回日本デフ陸上競技選手権大会 兼 第２４回夏季デフリンピック競技大会日本代表選手選考競技会 兼 

第１回日本デフＵ１８陸上競技選手権大会と投擲競技会を実施し、ライブ配信などを通してたくさんの方々

に応援をしてもらえるような働きかけを行い、知名度向上及び啓発事業として推進する取り組みができたと

考えている。コロナ禍の中、選手たちも新しい練習様式などを工夫して練習を重ね、好調をアピールするこ

とができた。本大会では例年通りのデフリンピック派遣標準突破者も現れ、第24回夏季デフリンピック競技

大会（ブラジル）に向けて、順調に強化事業の成果が少なからず出てきているといっても過言ではない。 

 

（３） 競技力向上に向けて選手及び役員の支援 

今年度は投擲ブロックに優秀なコーチを配置することができ、選手育成に大いに繋がった。今後も引き続

き、他の種目のコーチの確保に努めていくことで選手の育成強化が推進できるようにしていきたい。 

新型コロナウィルス対策として、元ＮＴＣでオリンピック選手を指導した経験のあるフィジカルトレーナ

ーを招いて、オンライントレーニングレッスンを計５回実施し、在宅フィジカルトレーニングが盛況とな

り、選手のモチベーション向上に大いに繋がった。基本的なトレーニングをする意義について講話していた

だき、実践することで正しい知識とテクニックを学ぶことができた。日頃からトレーニングに親しむ習慣を

身に着け、身体機能及び筋力の向上、そして体力づくりに貢献ができたと考えている。 

 

（４） ２０２１デフスポーツデベロップメントプロジェクトの発足 

今回は新型コロナウィルス感染の影響により、予定していたデカネーションが延期となり、発展に貢献が

できなかった。代替え案としてデフ、パラ、ブラインド、ＩＤ（知的）の4団体協議会を実施し、連携をはか

ることができたので、今後、イベントを共催することで知名度をあげられる要素が増えてくるだろう。 

 

（５） パートナーシップ協定などに向けて企業・団体等と新たな連携及び推進 

     令和２年度においては、新型コロナウィルスの影響により、前年度と同様の内容でのスポンサー契約継続

や新規取得が厳しかった。それだけでなく、某企業との共催のデフジュニア陸上教室も開催しなかったた

め、選手の活躍の場を設けることができなかったり、企業との連携推進する場を失ったりしてしまった。令



和3年度は前年度以上にデフジュニア教室を再開し、様々な関係団体とパートナーシップを深めていくよう

に努力していきたい。コロナ禍の中、第１７回日本デフ陸上競技選手権大会を実施し、選手や大会の注目を

浴びさせることに重点を置き、協賛企業数社から協賛を得ることができた。今後もデフスポーツ発展のため

に各企業と連携して様々な事業を続けていきたい。 

 

（６） 協会の運営体制の充実そして組織体制を強化 

強化委員会の体制強化を務め、それぞれのブロックに専門知識のあるスタッフを配置することができた。

来年度は夏季デフリンピック競技大会日本代表の選考に関しても公平性のある選考をしていけるように体制

を更に強化していきたい。陸上競技経験者の弁護士と連携を密にとりながら、運営や会計などを適切に処理

していくことができた。各委員会の活動が円滑に行えるよう、組織体制を強化してきた。令和２年度、JDAA

がガバナンスコード審査対象競技団体に指定され、通年かけて協会の体制や規則、運営に関する審査が行わ

れ、その対策として弁護士と連携をはかりながらチェックリストの確認そして理事会の中でも共有・共通理

解をはかるように協議をまんべんなく行い、スケジュール通りに規定等を作成することができた。また、ガ

バナンスコード適合性審査・ヒアリングに積極的に出席し、強化指定選手向けにもオンライン形式でコンプ

ライアンス及びアンチ・ドーピング研修会を開催した。その他にもアスリート委員会、女性アスリート委員

会研修会を開催し、ガバナンス統制をはかる事業を実施することができた。 

昨年度より新設したチームドクター、医科学委員会によるより専門性の高い医科学的な見解をいただきな

がら選手へのアプローチを行い、選手が安心して競技に臨めるように対策を講じることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

令和２年度一般社団法人日本デフ陸上競技協会 事業報告書 

【強化合宿の開催】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回合同強化合宿 兼ジャパンパラ大会派遣 

新型コロナウィルスの影響により中止 

5月1日～5日 上尾総合運動公園  

長距離強化合宿 中止 5月3日～6日 長野県菅平  

世界ろうあ者陸上競技選手権大会日本代表合宿 

中止 

5月29日～31日   

トラック強化合宿  中止 6月5日〜7日 福岡  

フィールド強化合宿  中止 7月3日〜5日 国士舘大学  

第1回長距離・マラソン強化合宿  中止 7月23日～26日 女神湖多目的運動場  

第1回棒高跳強化合宿 8月28日～30日 群馬県 全体人数 7名 

選手   2名 

スタッフ 4名 

外部講師 1名 

第1回関東デフ強化合宿 9月14日～22日 神奈川県 全体人数11名 

選手   7名 

スタッフ 4名 

第1回投擲強化合宿 10月22日〜25日 青森県 全体人数10名 

選手   6名 

スタッフ 4名 

第1回トレーニング強化合宿・各種研修会 11月12日〜15日 神奈川県横浜市 

オンラインで実施 

全体人数39名 

選手  23名 

スタッフ16名 

第1回トラック強化合宿 11月22日〜12月6日 沖縄県 全体人数10名 

選手   3名 

スタッフ 6名 

外部講師 1名 

第2回棒高跳強化合宿 12月10日〜13日 群馬県 全体人数 5名 

選手   2名 

スタッフ 3名 

第2回合同強化合宿  中止 12月23日〜27日 愛知県  

第1回フィールド強化合宿  中止 2021年1月15日〜17日 神奈川県  

第2回トレーニング強化合宿 2021年1月24日 オンラインで実施 全体人数14名 

選手   6名 

スタッフ 7名 

外部講師 1名 

第3回トレーニング強化合宿 2021年2月7日 オンラインで実施 全体人数12名 

選手   6名 

スタッフ 5名 

外部講師 1名 

第4回トレーニング強化合宿 2021年2月14日 オンラインで実施 全体人数 7名 

選手   2名 



スタッフ 4名 

外部講師 1名 

第2回フィールド強化合宿 2021年2月20日～21日 愛媛県 全体人数 3名 

選手   1名 

スタッフ 1名 

外部講師 1名 

第5回トレーニング強化合宿 2021年2月21日 オンラインで実施 全体人数15名 

選手   9名 

スタッフ 5名 

外部講師 1名 

第3回フィールド強化合宿 

投擲クリニック 

2021年2月23日 静岡県 全体人数 4名 

選手   2名 

スタッフ 1名 

外部講師 1名 

第3回合同強化合宿 2021年2月25日〜3月8日 沖縄県 全体人数20名 

選手  13名 

スタッフ 5名 

外部講師 2名 

第4回フィールド強化合宿 

投擲クリニック 

2021年3月13日 静岡県 全体人数 4名 

選手   3名 

スタッフ 1名 

第5回フィールド強化合宿 

投擲クリニック 

2021年3月20日 静岡県 全体人数 4名 

選手   2名 

スタッフ 1名 

外部講師 1名 

第6回トレーニング強化合宿 2021年3月14日 オンラインで実施 全体人数10名 

選手   6名 

スタッフ 3名 

外部講師 1名 

第3回棒高跳強化合宿 3月16日〜18日 群馬県 全体人数 4名 

選手   2名 

スタッフ 2名 

 

【全国聾学校小中学生育成・普及事業】 

事業名 日程 場所 参加講師 

第1回ジュニア陸上教室 中止 5月又は6月   

第2回ジュニア陸上教室 中止 8月又は9月   

第3回ジュニア陸上教室 中止 10月又は11月   

第4回ジュニア陸上教室 中止 12月   

第5回ジュニア陸上教室 中止 2021年1月又は2月   

第6回ジュニア陸上教室 中止 2021年3月   

 

【2020ジャパンパラ陸上競技大会派遣】 

事業名 日程 場所 参加人数 

2020ジャパンパラリンピック陸上競技大会 

新型コロナウィルスの影響により中止 

5月2日～3日 オリンピックスタジアム  

 

【第54回全国ろうあ者体育大会派遣】 



事業名 日程 場所 参加人数 

第54回全国ろうあ者体育大会 派遣 

新型コロナウィルスの影響により中止 

9月26日～27日 佐賀県総合運動場  

 

 

【第1回デカネーション競技大会】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回デカネーション競技大会 

新型コロナウィルスの影響により中止 

10月3日～5日 駒沢オリンピック公園陸

上競技場 

 

 

【第17回日本デフ陸上競技選手権大会】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第17回日本デフ陸上競技選手権大会 

兼第24回夏季デフリンピック競技大会 

日本代表選手選考競技会 

兼第1回日本デフU18陸上競技選手権大会 

10月3日 駒沢オリンピック公園 

陸上競技場 

選手 52名 

競技役員・審判員 

      101名 

 

【第24回夏季デフリンピック競技大会説明会】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第24回夏季デフリンピック競技大会 

選考説明会HPにて説明する方法に置き換え 

5月3日 東京都内  

 

【活動の場及び人材（選手）の発掘（普及）事業】新型コロナウィルスの影響により全事業中止 

事業名 日程 対象大会 場所 

選手の発掘事業 6月19日～20日 関東聾学校陸上競技大会 沼津 

選手発掘 及び 大会視察 6月25日～28日 第104回日本選手権 大阪 

選手発掘 及び 大会視察 8月12日～16日 全国高等学校総合体育大会 静岡 

選手の発掘事業 9月25日～27日 全国聾学校陸上競技大会出場者 広島 

選手発掘 及び 大会視察 10月9日～13日 第75回国民体育大会 鹿児島 

選手の発掘事業  10月24日～26日 第20回全国障害者スポーツ大会 鹿児島 

 

【競技支援・普及活動事業】 

事業名 日程 対象大会 場所 

大会支援事業新型 

コロナウィルスの影響により中止 
 第62回東日本実業団陸上競技選手権 埼玉 

大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
 関東学生陸上競技選手権大会  



大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
6月19日～20日 関東聾学校陸上競技大会 静岡 

大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
8月30日 群馬県室内棒高跳記録会 群馬 

大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
9月26～27日 全国ろうあ者体育大会 佐賀 

大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
9月25日～27日 全国聾学校陸上競技大会 広島 

大会支援事業 

コロナウィルスの影響により中止 
10月1日〜2日 九州聾学校陸上競技選手権大会  

大会支援事業 12月13日 群馬県室内棒高跳記録会 群馬 

大会支援事業 2021年3月 群馬県室内棒高跳記録会 群馬 

 

【第4回世界ろう者陸上競技選手権大会及びヨーロッパ選手権大会派遣】 

事業名 日程 対象 場所 

ヨーロッパ選手権大会派遣 

新型コロナウィルス感染拡大より派遣中止 

7月9日～11日   

（派遣期間：6～16） 

 スロバキア 

第4回世界デフ陸上競技選手権大会派遣  

2021年8月に延期 

9月13日～18日 

 

 ポーランド 

 

【強化指定選手 メディカルチェック事業】  

事業名 日程 対象 場所 

メディカルチェック 通年 2020年度強化指定選手全員 各地 

 

【東京２０２０オリンピック・パラリンピック視察】 新型コロナウィルスの影響により全事業中止 

事業名 日程 場所 

東京オリンピック視察事業 7月31日～8月9日 東京 

東京パラリンピック視察事業 8月28日～9月6日 東京 

 

【発展途上国・地域の選手強化プログラム】 

 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から行わないことになった。 

【諸会議】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回強化会議 4月3日 横浜 3名 

第2回強化会議 4月10日 オンライン会議 8名 

第3回強化会議 4月26日～27日 オンライン会議 3名 

第4回強化会議 5月4日 オンライン会議 8名 



第5回強化会議 5月10日 オンライン会議 8名 

第6回強化会議 5月30日 オンライン会議 7名 

第7回強化会議 定期総会 6月13日 オンライン会議 7名 

第8回強化会議 6月27日 オンライン会議 9名 

第9回強化会議 7月26日 オンライン会議 9名 

第10回強化会議 8月10日 オンライン会議 8名 

第11回強化会議 8月29日 オンライン会議 7名 

第12回強化会議 9月13日 オンライン会議 9名 

第13回強化会議 10月8日 東京 3名 

第14回強化会議 10月24日 青森、オンライン会議 7名 

第15回強化会議 11月14日 横浜・オンライン会議 8名 

第16回強化会議 12月16日・19日 オンライン会議 9名 

第17回強化会議 12月26日 オンライン会議 5名 

第18回強化会議 2021年1月10日 オンライン会議 8名 

第19回強化会議 2021年1月15日～17日 横浜、オンライン会議 6名 

第20回強化会議 2021年1月23日 オンライン会議 8名 

第21回強化会議 2021年1月31日 オンライン会議 10名 

第22回強化会議 2021年2月6日 オンライン会議 9名 

第23回強化会議 2021年2月28日 オンライン会議 8名 

第24回強化会議 2021年3月6日 香川、オンライン会議 7名 

第25回強化会議 定期総会 2021年3月21日 横浜、オンライン会議 13名 

 


