
2016年スペシャルオリンピックス日本　ユニファイドスポーツ®イベント一覧

行事名 内容 電話 メール

011-709-3303 son_hokkaido@son.or.jp

023-632-3430 son_yamagata@son.or.jp

http://www.son-yamagata.or.jp/

022-711-6835 info@son-miyagi.jp

http://www.son-miyagi.jp/

028-612-1540 son-tochigi@bc.wakwak.com

027-325-7788 son_gunma@son.or.jp

029-887-6644 son_ibaraki@son.or.jp

9月22日 ユニファイドスポーツ®コーチクリニック 地区組織でのユニファイドスポーツの周知 さいたま市産業文化センター 048-262-6488 son_saitama@son.or.jp

11月19日 ユニバーサルスポーツフェスティバル
ＮＰＯ法人ユニバーサルイベント協会主催の
ユニバーサルスポーツフェスティバルでの

フロアホッケーの体験実施等
けやき広場 http://www.son-saitama.org

9月17日 機能開発プログラム

小学校低学年のアスリート・パートナーを対象
に、運動機能の開発を目指して行われるプログ

ラム。
アスリートとほぼ同世代のパートナーが加わり、
様々なゲームを通じて、ルールやマナーについ

て学ぶ。

国立オリンピック
記念青少年総合センター

03-3615-5569 office@son-tokyo.or.jp

9月24日 ユニファイドボウリング大会
知的障害のある人とない人が一緒

チームを組んだボウリング大会
東京ポートボウル

080-2055-7410 son_yamanashi@son.or.jp

http://son-yamanashi.net

080-4201-0120 son.shizuoka@gmail.com

026-225-1550 son_nagano@son.or.jp

025-378-0171 son_niigata@son.or.jp

090-6273-3129 info@son-toyama.jp

075-211-1574 son_kyoto@son.or.jp

06-7171-7457 son_osaka@son.or.jp

http://son-osaka.jp/

0742-53-0511 son_nara@son.or.jp

0736-37-3623 son_wakayama@son.or.jp

http://sonwaka.jimdo.com/

0748‐72‐7810 son_shiga@son.or.jp

http://www.son-kyoto.com/

9 SON・山梨 9月24日 第2回ユニファイドボウリング大会 大丸パークレーンズ
ファミリー・ボランティアも含めて
一緒に楽しみながら交流する

ボウリング大会

SON・京都 9月24日 フロアホッケー競技会
障害のある人とない人がチームを組み

楽しむフロアホッケー大会

SON・長野

10

12 SON・新潟

9月24日
13：30

～
16：30

バドミントンプログラムに参加している
アスリートとペアを組むパートナーを募集し、

約15組のペアを作り
ダブルスの試合をして、交流を図る。

新潟県立江南
高等特別支援学校

体育館
http://www.son-niigata.com/

ユニファイドスポーツ®レクリエーション

14

http://www.son-hokkaido.org/

http://www.son-tokyo.or.jp

SON・宮城 10月15日 ユニファイドスポーツ®イベント 仙台大学・第１体育館
プラズマカー、ディスゲッター９、
ネットパスラリー、リングキャッチ、

ドリブルリレー、ラダーゲッターの実施
3

http://www.son-nara.com

http://www.son-nagano.com/

http://www.son-toyama.jp/

http://son-tochigi.jimdo.com/

http://www.son-shizut.jp

会場日程地区組織
問合せ先

9月18日

9月24日

9月24日

9月24日

9月24日
9:00
～

12:00

9月18日
10:00

～
12:30

http://www.ne.jp/asahi/so/gunma/

http://son-ibaraki.jimdo.com/

ESKデーチャリティーボウリング大会

琴似サンコーボウル

米沢ボウリングレーンズ

栃木県宇都宮市
第2トーヨーボール

ユニファイドボウリング大会

ＥＫＳスペシャルオリンピックス日本・
山形ボウリング競技大会２０１６

ｉｎ米沢

ユニファイドボウリング大会

ユニファイドボウリング大会

ミニ運動会

地元のスポーツイベントで行う
ユニファイドサッカー大会

アスリートと一般参加者がチームを作る、
ベーカー方式での

チーム対抗ボウリング大会

山形県ボウリング協会主催の
ボウリング大会にアスリートが参加

競技性を求めない、ユニファイドスポーツ・
レクリエーションとしてのボウリング大会

アスリートと一般参加者がチームを作る、
ベーカー方式での

チーム対抗ボウリング大会

様々な競技やレクリエーションを
アスリートと一緒に楽しむ運動会

ユニファイドスポーツデーを記念して、
スペシャルオリンピックスのアスリートと

パートナー（知的障害がない方）が
一緒にチームを組んでボウリングを楽しむ、

チャリティーボウリング大会

パークレーン高崎

桜総合体育館

神明ボウル

菅平高原

高岡市営城光寺陸上競技場SON・富山

SON・奈良

スペシャルオリンピックス
＆

しみんながはまトーチウォーク

長浜ロータリー様のご協力を頂き、
SOのアスリートと市民が

県内で最も有名な商店街である
長浜商店街を練り歩くウォークイベント

長浜商店街

「共にスポーツし、共に生きる」をテーマに、
知的障害を持ったアスリートとパートナー
（一般の参加者、ファミリー、コーチ等）で
チームを作り、　陸上競技を楽しむ大会

２０１６かいぶつのたねフェスティバル

陸上リレー大会

ボッチャをみんなで楽しみましょう！
奈良県大和郡山市九条公園

スポーツセンター

SON・北海道1

SON・滋賀 9月24日

SON・静岡

SON・東京

SON・茨城

SON・群馬

SON・栃木

SON・山形

18

16

2

4

5

9月24日
9:20～

9月24日

9月25日
13:30

～
16:00

6

8

7 SON・埼玉

11

13

http://www.son-shiga.jp/

17 SON・和歌山

9月24日
10:00

～
12:00

EKSデーボウリング大会

SOに参加しているアスリートだけでなく、
広く障害者と健常者が一緒に楽しむ

ボッチャ競技大会

“Play Unified, Live Unified
（共にプレーし、共に生きる）”メッセージを
多くの人に知って頂くためのボウリング大会

紀の川ボウル

SON・大阪 9月25日15 ユニファイドボウリング大会

アスリート、ボランティア、ファミリー、協賛者、
SON・大阪役員が、３～４名でチームを組み、

ユニファイドレクレーション形式にて行う、
ボウリング大会

イーグルボウル

mailto:son_yamanashi@son.or.jp
http://son-yamanashi.net/
mailto:son_kyoto@son.or.jp
http://www.son-kyoto.com/


2016年スペシャルオリンピックス日本　ユニファイドスポーツ®イベント一覧

行事名 内容 電話 メール
会場日程地区組織

問合せ先

086-200-1155 son-okayama@rios.co.jp

http://blog.livedoor.jp/spm_okayama/

0857-30-6858 son_tottori@son.or.jp

http://son-tottori.jp/

0854-49-8500 son_shimane@son.or.jp

080-2908-5261 son_yamaguchi@son.or.jp

089-941-5630 son_ehime@son.or.jp

088-803-2232 son_kochi@son.or.jp

070-6571-6833 sonkagawa_08@yahoo.co.jp

092-260-9273 son_fukuoka@son.or.jp

0952-28-6241 son-saga@cotton.ocn.ne.jp

http://sonsaga.sagafan.jp/

099-254-2877 son_kagoshima@son.or.jp

090-9783-1743 son-okinawa@ae.auone-net.jp

http://www.facebook.com/sonokinawa

http://www.son-kagoshima.jp

http://sonyamaguchi.com

http://sonkagawa.ashita-sanuki.jp/

http://www3.ocn.ne.jp/~sonkochi/

http://www.son-e.com

http://son-shimane.homepagine.com

http://www.son-fukuoka.gr.jp

9月24日

9月24日

高知市かづらしまボウル

ユニファイドスポーツ®交流会

高知ライオンズクラブさんとの
親善ボウリング大会

5チームに分かれ、
借り物競争、ラケットレース、運試しリレー、

オセロゲームで競い合う運動会

アスリートと一般参加者が
チームを組んで楽しむ

ボウリング大会

音楽とダンスのステージを盛り込んだ
ユニファイドボッチャ大会

救護施設ゆりはま大平園
体育館

松江センターボウル

岡山市障害者体育センター
両備ボウル

SON・沖縄

SON・鹿児島

SON・福岡

SON・香川

SON・高知

SON・愛媛

SON・山口

SON・島根

SON・鳥取

SON・佐賀 9月24日 ユニファイド・アクト２０１６　in佐賀

フライングディスクを投げて
指定されたホールへ何投で入るかを競う

ディスクゴルフ行う。
　　　競技終了後は、みんなで昼食会、

表彰式、お楽しみ抽選会を行う。

佐賀市立体育館
佐賀大学附属特別支援学校

ユニファイドボウリング大会と交流会

下関市青年の家

東温市ツインドーム重信

エナジックボウルミハマ

国分運動公園

アスリートと一般参加者が
チームを組み楽しむフットサル交流会

アスリート、ファミリー、ボランティア、
コーチが混成チームを組み、

競い合うボウリング大会

ボッチャ、サイコロリレー、
フロアホッケー体験（ミニゲーム）

香蘭女子短期大学　体育館

アミュージアム高松店

レクレーション的要素を取り入れ
ボウリング大会

ボッチャ体験・レクリエーション会

25

26

28

29

27

ボッチャ体験企画

第2回　EKSデー　ボウリング大会

9月25日

9月24日
14:30

～
16:15

10月16日

9月24日
10:00

～
12:00

ユニファイドボウリング大会

ユニファイドスポーツ®ってなに？
～ EKS day

知的障がいのある人たちと
一緒に楽しむ

スポーツレクリエーション ～

20

21

22

23

24

SON・岡山19

9月24日
9:00
～

17:00

9月25日
9:00
～

15:00

9月18日
9:00
～

12:00

9月11日
9:30
～

13:30

ユニファイドボッチャ大会

運動会

高知 ライオンズクラブ SON ･高知
親善ボウリング大会

テニス(9:00～11:30)
卓球・バドミントン(12:30～15:00)

ユニファイドダブルスで実施
ヘルシーアスリートプログラム

(口腔健康管理についての講義・
歯科検診)も同時開催

EKSデー
＜ユニファイド・アクト＆
スペシャルスマイルズ＞


