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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（聴覚障害者）の地域振興の推進 

 前半は新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言などにより、地域での合宿やジュニア陸上教室を計

画通り開催することができませんでした。後半は状況が落ち着き、計画通り地域での合宿やジュニア陸上教室を開催

したことにより、デフ陸上競技に対する理解を深めることができたと感じられます。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の利用について、進められなかったのは反省です。今後も合宿などの事業

を増やし、地域体育施設の利用促進のための環境整備を進めつつ、引き続き日本陸上競技連盟や関係団体との連携強

化に向けて活動していきます。 

 

（２）国際大会の理解啓発事業の推進 

 2021東京オリンピック・パラリンピックに続いて、第4回世界デフ陸上競技選手権大会が8月（トラック&フィール

ド競技）と9月（マラソン競技）にポーランドにて開催され、選手団の派遣を行いました。結果、銀メダル2個、銅メ

ダル1個を獲得し、出場した全員が入賞を果たすという素晴らしい成績を収めることができました。大会期間中にラ

イブ配信、ポータルサイト（SNS）やHPでの速報発信、リアルタイムでの更新をまめに行い、幅広い情報の提供に

努めた結果、HPでのPVとInstagramのフォロワー数を増やすことができました（Instagramのフォロワー数：この1

年で1,200人ほどから1,500人突破の300人以上増加）。また、2022デフリンピックに向けて、クラウドファンディン

グ事業、代表合宿などの強化事業に関する発信をし続けたことで、より多くの方にデフ陸上競技の理解啓発を促進

し、魅力を広めることができたと感じています。 

 

（３）競技力の向上 

令和2年度は新型コロナウイルス感染症の拡大により合宿や練習があまり無く、令和3年5月に愛知県知多市で開催

された第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を兼ねた第18回日本デフ陸上競技選手権大会で

は、例年よりも大会記録更新が少なく、参加選手も減少してしまったという状況でした。そのため、強化指定選手の

フィジカル面での低下が懸念されていましたが、新型コロナウイルス感染症対策として、クレーマージャパンのコー

チを招聘し、オンラインでトレーニングをすることによって選手のモチベーション向上、トレーニングする意義につ

いての認識が深めてきました。さらに年度後半には強化事業もほぼ計画通りに実施することができたため、8月・9月

の第4回世界デフ陸上競技選手権大会でのパフォーマンス発揮、好成績につなげることができました。 

また、今年度も投てき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・強化につなげることができまし

た。今後も引き続き、投てきブロックだけではなく他の種目にもコーチ確保に努めていき、選手育成・強化を推進し

ていきます。 

 

（４）2020デフスポーツデベロップメントプロジェクトの発足 

 2021 東京オリンピック・パラリンピックで多くの競技団体はすでに各企業や地域など普及や発展に向けての活動し

ている様子を目にします。しかし、新型コロナウイルス感染症の拡大により、第 18 回日本デフ陸上競技選手権大会で

は予定していた海外招聘が中止となり、スポンサー獲得や地域発展につなげることができませんでした。また、各地

の学校教育でもオリンピック・パラリンピックムーブメントによりオリパラ教育に力を入れるようになりましたが、



残念ながらデフリンピックなどのデフスポーツについては、深く学ぶ機会が無いのが現状です。しかし、以前より連

携を強めてきた 4 団体（パラ・知的・ブラインド・デフ）で企画をしたオール陸上競技大会を令和 4 年 3 月に開催す

ることができ、第 24 回夏季デフリンピック競技大会前の調整として代表選手も個人種目とリレー種目に参加しまし

た。スポーツ庁をはじめ、各企業や関係団体にデフ陸上を PR し、知名度向上と今後の発展につなげることができたと

自負しています。 

 

（５）企業・団体等と障害者スポーツとの新たな連携への支援 

 令和3年度は前年度と同様にスポンサー契約継続及び、新規獲得が厳しかったです。しかし、年度後半にさしかか

ると、デフジュニア陸上教室を復活開催することができ、さらに年度末にはオール陸上競技大会を開催したことによ

り、スタートランプ（光刺激スタートシステム）の認知度が非常に高まりました。今後も選手の活躍の場を設けつ

つ、各企業との連携の継続・獲得の為に様々な事業を続けていきます。 

 

（６）協会の執行体制の強化 

 ガバナンス強化で外部理事の積極的導入のため理事の大半が入れ替えとなりました。強化事業の中で国際手話講座

を開講するなど新規事業を開拓することができましたが、その一方で外部理事との連携がまだ弱いという点で課題が

残りました。内部でもまだほとんどの役員がいくつもの業務を任され、遂行している現状があるため、より円滑な運

営のためにも協力体制を築けるように工夫を行っていきます。令和3年度も2022年第24回夏季デフリンピック競技大

会に向けて強化指定選手を対象にコンプライアンス及びアンチ・ドーピング研修会を開催することができました。そ

の他にもアスリート委員会、女性アスリート委員会、医科学委員会による活動を活性化させ、理事会と連携をとり、

ガバナンス統制を図ることができました。令和4年度も引き続き、各委員会を活発に稼働させて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ていきます。 

  



令和3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回マラソン強化合宿 

新型コロナ感染拡大のため、中止 
５月１日～３日 長野県 

 

第１回フィールド強化合宿 

新型コロナ感染拡大のため、中止 
５月３日 埼玉県 

 

第１回合同強化合宿 5月26日～30日 埼玉県 

選手  14名 

スタッフ 5名 

弁護士  1名 

第1回フィールド強化合宿 7月8日～11日 栃木県 

選手  10名 

スタッフ 6名 

外部講師 1名 

第1回トラック強化合宿 7月22日～25日 宮城県 

選手  10名 

スタッフ 5名 

外部講師 1名 

第2回合同強化合宿 

新型コロナ感染拡大のため、中止 
8月11日～15日 北海道 

 

第2回フィールド強化合宿 

投擲クリニック 
11月21日 静岡県 

選手   4名 

スタッフ 1名 

外部講師 1名 

第3回合同強化合宿 11月25日～12月5日 鹿児島県 
選手   5名 

スタッフ 3名 

第4回合同強化合宿 12月25日～12月27日 埼玉県 
選手   21名 

スタッフ 8名 

第1回オンライントレーニング 2月13日 オンライン 

選手   8名 

スタッフ 7名 

外部講師 1名 

第2回オンライントレーニング 2月20日 オンライン 

選手   7名 

スタッフ 5名 

外部講師 1名 

第5回合同強化合宿 2月25日～3月7日 沖縄県 

選手  16名 

スタッフ 5名 

外部講師 3名 

第3回オンライントレーニング 3月13日 オンライン 

選手   3名 

スタッフ 5名 

外部講師 1名 

第2回トラック合宿 3月18日～21日 神奈川県 

選手  11名 

スタッフ 3名 

外部講師 1名 

 

【全国聾学校小中学生育成・普及事業】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回デフジュニア陸上教室 12月3日 鹿児島県立鹿児島聾学校 16名 

第2回デフジュニア陸上教室 12月26日 埼玉県上尾市 34名 

 

 



【競技会事業】 

事業名 日程 対象 参加人数 

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

（第18回日本デフ陸上競技選手権大会） 

5月15日（土） 

〜16日（日） 

登録者 

一般選手 

選手    40名 

競技役員・審判員 

  2日間で223名 

第24回夏季デフリンピック競技大会  

最終選考競技会 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

10月2日（土） 

〜3日（月） 

全選手・

関係者 

 

 

【国内大会 派遣】 

事業名 日程 対象 参加人数 

2021ジャパンパラ陸上競技大会 派遣 

 

4月22日～26日 登録者 

役員派遣 

選手   12名 

スタッフ 5名 

第54回全国ろうあ者体育大会 派遣 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

9月16日(木)〜19日(日) 全日本ろうあ連盟 

登録者のみ 

 

 

【国際大会 派遣】 

事業名 日程 対象 場所 

第4回世界デフ陸上競技選手権大会

（トラック&フィールド） 

日本代表選手団 派遣 

大会開催期間：8月23日〜28日 

派遣期間：8月17日～9月4日 

帰国後自主隔離期間最長：9月18日 

全選手・関係者 

選手：7名 

役員：4名 

ポーランド 

ルブリン 

第4回世界デフ陸上競技選手権大会

（マラソン） 

日本代表選手団 派遣 

大会開催期間：9月26日 

派遣期間：9月23日～30日 

帰国後自主隔離期間最長：10月14日 

全選手・関係者 

選手：1名 

役員：1名 

ポーランド 

ワルシャワ 

 

【活動の場及び人材（選手）の発掘（普及）事業】 

事業名 日程 対象大会 場所 

選手の発掘事業 6月18日〜19日 関東聾学校陸上競技大会 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

茨城 水戸 

選手発掘 及び 大会視察 6月24日～27日 第105回日本陸上競技選手権大会 大阪 長居 

選手発掘 及び 大会視察 7月28日 全国高等学校総合体育大会 福井 

選手の発掘事業 10月16日-17日 全国聾学校陸上競技大会出場者 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

和歌山 

選手発掘 及び 大会視察 9月25日-10月5日 第75回国民体育大会 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

三重 

選手の発掘事業 10月23日-25日 第20回全国障害者スポーツ大会 

新型コロナ感染拡大のため、開催中止 

三重 

 

 

 



【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 役員派遣なし 5月14～15日 第64回東日本実業団陸上競技選手権 山形県 

大会支援事業 役員派遣なし 5月20日～23日 関東学生陸上競技選手権大会 神奈川県 

大会支援事業  開催中止 6月18日～19日 関東聾学校陸上競技大会 茨城 

大会支援事業  開催中止 9月16日～19日 全国ろうあ者体育大会 兵庫 

大会支援事業  開催中止 10月16日～17日 全国聾学校陸上競技大会 和歌山 

大会支援事業  開催中止 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  開催中止 10月23日～25日 全国障害者スポーツ大会 三重 

大会支援事業 10月9日～10日 仙台大学記録会 宮城県 

大会支援事業 10月30日～31日 日本体育大学競技会 神奈川県 

 

【第24回夏季デフリンピック競技大会視察団 派遣】 

事業名 日程 対象 場所 

第24回夏季デフリンピック競技大会  

視察 

3月21日～29日 第24回夏季デフリンピック競技大

会に関わるスタッフ 

ブラジル 

カシアス・ド・スル 

 

【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 随時 2021年度強化指定選手全員 各地 

 

【ガバナンス・コンプライアンス教育事業】  

事業名 日程 対象 場所 

ガバナンス・コンプライアンス講習会 5月29日 登録者及び理事・スタッフ 埼玉県上尾市 

 

【IFの理事及び委員などの会議参加に関する派遣】 

 第24回夏季デフリンピック競技大会に向けた意見交換とWDA（世界デフ陸上競技連盟）の運営体制の構築を目的と

した理事会を開催。 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回WDA会議 12月18日 オンライン会議 9名 

(日本からは3名) 

 

【発展途上国・地域の選手強化プログラム】 

 令和4年3月に、第24回夏季デフリンピック競技大会開催都市であるブラジルへ役員3名を派遣し、ブラジルのデフ

スポーツの現状や普及育成、強化に関する情報交換を行うことができた。 

 

 



【諸会議】 

事業名 日程 場所 参加人数 

第1回強化会議 4月1日 横浜・オンライン会議 12名 

第2回強化会議 4月15日 横浜・オンライン会議 10名 

第3回強化会議 4月24日 横浜・オンライン会議 10名 

第4回強化会議 5月4日 横浜・オンライン会議 9名 

第5回強化会議 5月7日 横浜・オンライン会議 10名 

第6回強化会議 5月12日 横浜・オンライン会議 10名 

第7回強化会議 5月17日 横浜・オンライン会議 13名 

第8回強化会議 5月22日 横浜・オンライン会議 11名 

第9回強化会議 6月5日 横浜・オンライン会議 8名 

第10回強化会議 定期総会 6月13日 横浜・オンライン会議 13名 

第11回強化会議 6月19日 横浜・オンライン会議 8名 

第12回強化会議 7月17日 横浜・オンライン会議 7名 

第13回強化会議 8月1日 横浜・オンライン会議 10名 

第14回強化会議 8月13日 横浜・オンライン会議 9名 

第15回強化会議 8月21日 横浜・オンライン会議 11名 

第16回強化会議 9月2日 横浜・オンライン会議 12名 

第17回強化会議 9月8日 横浜・オンライン会議 7名 

第18回強化会議 9月15日 横浜・オンライン会議 10名 

第19回強化会議 9月30日 横浜・オンライン会議 7名 

第20回強化会議 10月3日 横浜・オンライン会議 12名 

第21回強化会議 10月18日 横浜・オンライン会議 7名 

第22回強化会議 10月22日 横浜・オンライン会議 7名 

第23回強化会議 11月8日 横浜・オンライン会議 6名 

第24回強化会議 12月10日 横浜・オンライン会議 6名 

第25回強化会議 12月26日 横浜・オンライン会議 6名 

第26回強化会議 12月29日 横浜・オンライン会議 7名 

第27回強化会議 1月12日 横浜・オンライン会議 8名 

第28回強化会議 1月28日 横浜・オンライン会議 8名 

第29回強化会議 2月9日 横浜・オンライン会議 8名 

第30回強化会議 2月17日 横浜・オンライン会議 7名 

第31回強化会議 3月3日 横浜・オンライン会議 6名 

第32回強化会議 3月19日 横浜・オンライン会議 6名 

 


