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ごあいさつ／全体ストーリー
Greeting / Overall Story

「障がい者がアートで夢を叶える世界を作る」
パラリンアートは障がい者アーティストとひとつのチームになり、アート事業
を行っています。
そんな中、日本プロサッカー選手会の「パラリンアートを応援したい」という
想いがきっかけとなり今回のコンテストは始まりました。
その輪は、「キャプテン翼」生みの親高橋陽一先生や書家金澤翔子さんにも
拡がっていきました。

「パラリンアートとは」
「障がい者がアートで夢を叶える世界を作る」を理念に、障がい者の社会参加と経済的自立
推進を行っています。民間企業の継続協力により理念を達成すべく日々活動しています。

2016年2月19日プレスカンファレンスにて
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障がい者アーティストの、夢の手助け
「サッカー」をテーマとして、

「障がい者絵画アート」を募集し、
コンテストを行いました

【開催発表】2016年 3月28日（月）
【応募期間】2016年 4月  1日（金）〜 2016年6月30日（木）
【一次審査】2016年 7月  1日（水）〜 2016年7月20日（水）
【最終審査】2016年 7月20日（水）〜 2016年8月中旬
【表　彰　式】2016年 9月  9日（金）

【展　示　会】2016年 9月  9日（金）〜 2016年9月10日（土）

【応募総数】1,862名1,862作品 （全国47都道府県、フランス、韓国）

【一次審査通過】399名399作品
【入　　選】53名53作品
【入　　賞】64名71作品 

イベント概要
Event Summary
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パラリンアート応援団/審査員/プレゼンター
Paralym Art Supporters / Jury / Presenter

東京イラストレーターズ・ソサエティ

小池 アミイゴさん
東京イラストレーターズ・ソサエティ

平澤 一平さん
東京イラストレーターズ・ソサエティ

城芽 ハヤトさん
東京イラストレーターズ・ソサエティ

影山  徹さん
東京イラストレーターズ・ソサエティ

小川 かなこさん
東京イラストレーターズ・ソサエティ

笹部 紀成さん

書家
金澤 翔子さん

日本障がい者サッカー連盟会長
北澤  豪さん

アーティスト
日比野 克彦さん

ブラインドサッカー日本代表
加藤 健人さん

審  査  員

日本プロサッカー選手会の皆さま

キャプテン翼作者 
高橋 陽一 先生

パラリンアート応援団／特別審査員 コンテストプレゼンター

元サッカー選手
前園 真聖さん
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協力企業・サポート企業
Cooperation companies and support companies
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開催発表会
Held recital

3月28日（月）／JFAハウス

開会式登壇者
公益社団法人日本プロサッカーリーグ チェアマン村井満さん

一般社団法人日本プロサッカー選手会の皆さん／書家 金澤翔子さん／パラリンアート運営事務局

「JFAハウス」にてコンテスト開催発表会を行いました。
開催発表会には、Ｊリーグ各クラブ選手のみなさん、村
井満チェアマン、書家の金澤翔子さんにご参加いただ
きました。そして、ビデオメッセージにて漫画家の高橋
陽一先生からの応援コメントを頂きました。
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テレビ朝日
4月3日

やべっちFC

【WEB】3月29日  ホウドウキョク24

【雑誌】5月4日　グランドジャンプ

【WEB】3月29日  フィールドキャスター

開催発表会 メディア紹介
Media coverage

メディア紹介実績
【TV】 

No. 放送日 局 番組名 ヘッドライン

1 4月3日 EX 日本サッカー応援宣言
やべっちＦＣ

日本サッカー応援宣言
やべっちＦＣ

2 4月16日 KBS 目で聴くテレビ パラリンアートサッカーアートコン
テストのお知らせ

3 4月18日 tvk 目で聴くテレビ パラリンアートサッカーアートコン
テストのお知らせ

【新聞】
No. 掲載日 媒体 媒体名 出版社

1 3月29日 全国紙 朝日新聞（東京） 朝日新聞社

2 3月29日 全国紙 日本経済新聞（東京） 日本経済新聞社

3 4月5日 夕刊紙 日刊ゲンダイ 小学館

4 4月8日 スポーツ紙 スポーツニッポン（東京） スポーツニッポン新聞社

※一部抜粋

【WEB】
No. 掲載日 媒体名 タイトル

1 3月28日 朝日新聞デジタル パラリンアート募集、サッカーがテーマＪリーグも応援

2 3月28日 時事ドットコム 障害者アートをコンテスト＝Ｊ１神戸の相馬選手が呼び掛け

3 3月28日 YAHOO ニュース 障害者アートをコンテスト＝Ｊ１神戸の相馬選手が呼び掛け

4 3月29日 スポーツ報知 障がい者アートコンテスト、
サッカーをテーマにＪ選手会とＪリーグ協力

5 3月29日 ホウドウキョク 24 パラリンアートサッカーコンテストJリーガーも協力

6 4月2日 スポニチ Annex サッカーをテーマに「パラリンアート」募集、Ｊリーガーも協力

※一部抜粋

● TV（3件）
● 新聞（15件）
● 雑誌（3件）
● WEB（62件）

【開催発表会  メディア紹介】
メディア紹介数

【雑誌】　
No. 掲載日 媒体 媒体名 出版社

1 4月20日 青年漫画誌 グランドジャンプ 集英社

2 5月4日 青年漫画誌 グランドジャンプ 集英社

3 5月26日 海外サッカー情報誌 欧州サッカースーパーゴール
Vol.1 2010 年代編 コスミック出版
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応募・審査
Entry / Review 

応募 4月1日〜6月30日／審査 7月1日〜8月中旬

4月1日から応募を開始した本コンテスト。全国の特別支援学校、就労施設、個人の皆さまから応募が
ありました。日本財団さまをはじめ、多くの法人さまにも協力いただき1,862作品という多数の応募と
なりました。一次審査会、最終審査では様々な作品を、たくさんの審査員にて審査しました。



8

表　彰　式
Awards ceremony

9月9日（金）／渋谷ヒカリエ8/COURT
応募数1,862作品から71作品を発表する表彰式を行いました。
審査員を務めた高橋陽一さん、北澤豪さん、金澤翔子さん、加藤健人さんが登壇し、スペシャルプレゼンター
として前園真聖さんも登壇しました。
グランプリ受賞者、選手会賞の受賞代表者、キャプテン翼賞の受賞者へ、表彰状の贈与が行われました。
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展　示　会
Exhibition

9月10日（土）11：00／渋谷ヒカリエ8/COURT
展示会では、入賞作品７１点を展示いたしました。
受賞者様をはじめ、ご家族連れ、カップルなど、予想を上回る多くの方にご来場いただきました。
会場内では無料で持ち帰りが出来る缶バッチ制作ワークショップもご用意し、楽しいひとときを
過ごしていただきました。
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表彰式メディア紹介
Awards ceremony Media coverage

メディア紹介実績
【TV】 

No. 放送日 番組名 局名 時間数 タイトル

1 9月9日 TOKYO MX NEWS 東京MX 1分5秒 障がい者アート表彰式
テーマはサッカー

2 9月9日 NEWS ZERO 日本テレビ 3分35秒 キャプテン翼とコラボも！
障がい者アート×サッカー

3 9月12日 スッキリ！！ 日本テレビ 6分30秒
＜QUIZ＞

パラリンアート・
サッカーアートコンテスト

4 9月18日 日本サッカー応援宣言
やべっちFC テレビ朝日 19秒 「サッカー」がテーマの

パラリンアート表彰式

5 11月1日 Paralym Art TV 東京MX 4分 ー

【動画】
No. 放映日数 媒体名 回数／時・期間

1 10月3日〜10月9日（7日間） 東急電鉄トレインチャンネル 15秒/1素材 

2 10月3日〜10月9日（7日間） ハチ公前ビジョンキューズアイ 7日間 1回15秒/時

【WEB】
No. 掲載日 媒体名

1 9月9日 東スポWEB

2 9月9日 ■時事ドットコム

3 9月9日 Yahoo!Japanニュース 

4 9月9日 Gunosy

5 9月9日 ■日テレNEWS24

6 9月9日 読売テレビNews&Weather

7 9月9日 Yahoo!Japanニュース

8 9月14日 ■ホウドウキョク

※一部抜粋

【新聞】
No. 掲載日 媒体名 No. 掲載日 媒体名

1 9月10日 朝日新聞（東京版） 7 9月16日 室 蘭 民 報

2 9月10日 朝日新聞（大阪版） 8 9月20日 大 阪 日 日 新 聞

3 9月10日 朝日新聞（札幌版） 9 9月20日 日 本 海 新 聞

4 9月10日 下 野 新 聞 10 9月22日 福 井 新 聞

5 9月10日 北 国 新 聞 11 9月30日 伊 勢 新 聞

6 9月10日 九 州 ス ポ ー ツ 12 11月1日 山 陽 新 聞

【雑誌】 
No. 掲載日 媒体名 媒体社名

1 11月2日 青年漫画誌 グランドジャンプ

2 11月15日 海外サッカー情報誌 欧州サッカースーパーゴールVol.4

日本テレビ
9月9日

NEWS ZERO

日本テレビ
9月12日

スッキリ!!

TOKYO MX
9月9日／11月1日

TOKYO MX NEWS
Paralym Art TV

テレビ朝日
9月18日

やべっちFC

● TV（5件）
● 新聞（12件）
● 雑誌（2件）
● WEB（95件）
● 動画（2件）

【表彰式  メディア紹介】
メディア紹介数
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表彰式メディア掲載
Awards ceremony Media Publish

【WEB】9月13日
フィールドキャスター

【WEB】9月14日
ホウドウキョク

【動画】10月3日〜10月9日 
ハチ公前ビジョンキューズアイ

【動画】10月3日〜10月9日 
東急電鉄トレインチャンネル

【雑誌】11月2日／グランドジャンプ

【WEB】9月9日
日テレNEWS24

【地方紙】9月10日
下野新聞
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サッカーアートコンテストグランプリ
Soccer Art Contest Grand Prix

未来のサッカースタジアム
飯山 太陽さん【栃木県】
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サッカーアートコンテスト準グランプリ
Soccer Art Contest Second Prize

▲  サッカーボール
 村井 玲王さん【北海道】

▲  わくわくサッカー
 高樽 和貴さん【高知県】

サッカーハリケーン 

▲

新井田 祐子さん【北海道】
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日本プロサッカー選手会賞
Japan Professional Football Players Association Award

サッカー大会開幕 

▲

金丸 慎さん【岐阜県】

Soccer Art Contest
Japan Professional Football Players

Association Award

蹴～せかいをつかむ～ 

▲

浦上 秀樹さん【埼玉県】

Soccer Art Contest
Japan Professional Football Players

Association Award

▲  暗闇を駆けぬけろ！
 小塚 莉子さん【石川県】

Soccer Art Contest
Japan Professional Football Players

Association Award
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キャプテン翼賞
Captain Tsubasa Award

大好き！サッカー
大塚 エティエンさん【東京都】

コンテストサポーターである
キャプテン翼 作者 高橋陽一先生と受賞作品がコラボ!

高橋先生が描き下ろした翼くん、岬くんと
エティエンくんの作品がコラボしました。

コラボ作品
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各賞 受賞作品
Each award winners

日本障がい者
サッカー連盟賞

日本ブラインド
サッカー協会賞

金澤翔子賞

ちきゅうのサッカーボール 

▲

青山 月渚さん【富山県】

ともだちがいっぱい 

▲

伊藤 彬さん【福岡県】

▲  球蹴る足
 Tae さん【千葉県】
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SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

北海道・東北エリア 7 作品 Hokkaido and Tohoku area

サッカー選手
高澤 大煇さん【北海道】 ゴールをとるぞ！

石井 祥太さん【青森県】

『サッカー』
先崎 加耶さん【福島県】シューズ

本間 悠理さん【山形県】

未来のサッカー
工藤 由記雄さん【岩手県】

サッカベガルター
鹿野 正行さん【宮城県】

パラダイスサッカー
石田 大和さん【秋田県】
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SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

関東エリア 7 作品 Kanto area

Foot ball Future ball
鈴木 崇雅さん【茨城県】

ゴールキーパー
古森 亜希さん【埼玉県】

がんばれ日本
三浦 聖弥さん【千葉県】

大好き！サッカー
大塚 エティエンさん【東京都】

蹴・走・魂しゅうそうだましい
かぽとたさん【神奈川県】

チームワーク
小林 高士さん【群馬県】未来のサッカースタジアム

飯山 太陽さん【栃木県】
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SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

甲信・北陸・東海エリア 8 作品 Koushin/Hokuriku/Tokai area 

暗闇を駆けぬけろ！ 
小塚 莉子さん【石川県】大空に咲け！

パコさん【富山県】

サッカー場の空・花、
そして私達

高等部１年１・２組さん【福井県】

ゴロゴロゴール
～スーパーセーフ～ 

片桐 杏さん【岐阜県】

手のひらの上の熱戦
鈴木 万丈さん【静岡県】

J1もJ2もJ3も
みんながんばれ!
藤巻 詩音さん【新潟県】

靴とボール
宮里 和幸さん【山梨県】

ボールをおいかけよう
カミジョウミカさん【長野県】
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SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

東海・近畿エリア 8 作品 Tokai and Kinki area

ワールドカップ
城岸 美稀さん【京都府】

シューート
木村 留誠さん【兵庫県】

I love soccer
山崎 莉奈さん【大阪府】

サッカー観戦 
前中 博志さん【奈良県】

Catch! 
堀本 久美子さん【和歌山県】

ぼくのだいすきな
サッカーボール
東 大馳さん【三重県】

ドリブル
松浦 芽生さん【滋賀県】

超未来流ロボサッカー
山中 祐輝さん【愛知県】
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SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

中国・四国エリア 9 作品 Chugoku and Shikoku area 

夢への期待とプレッシャー
川角 祐太さん【島根県】

サッカー日和 
HARUMARU さん【岡山県】

歓声に集う
泉 里彩さん【鳥取県】

ゴールへ GO！
まゆたまごさん【愛媛県】

たまころがし
多田 雅彦さん【香川県】

象と一緒にサッカーを
山口 功太郎さん【高知県】

キック
高橋 和希さん【広島県】

お兄ちゃんがサッカーを
しているグランド
秋田 健作さん【山口県】

サッカーのひまわりの花
竹内 定義さん【徳島県】



22

SOMPO パラリンアート47都道府県賞
SOMPO Paralym  Art 47 Prefectures Award

九州・沖縄エリア 8 作品 Kyushu and Okinawa area

楽しいサッカー
古垰 健太郎さん【長崎県】

明日に向かってシュート！！！
志賀 大明さん【大分県】

サッカーボール
田中 健豊さん【熊本県】

見て！僕のドリブル
那須 功政さん【宮崎県】

パンダシュート
花牟禮 愛さん【鹿児島県】

サッカー時計
手登根 順一さん【沖縄県】

「11」
二見 悠さん【福岡県】

サッカーを観に行こう
浜松 孝志さん【佐賀県】
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各賞 受賞作品
Each award winners

ワールドカップ   城岸 美稀さん【京都府】

アイアイ賞

サッカーボール   村井 玲王さん【北海道】

CYBERDYNE 賞
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各賞 受賞作品
Each award winners

ボールをおいかけよう   カミジョウミカさん【長野県】

夕焼けを背に   西岡 厚子さん【静岡県】

T ポイント賞

グローバルキャスト賞
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各賞 受賞作品
Each award winners

スペイン大使館賞

オーストリア大使館賞

日本ダウン症協会賞

ぼくのアニマルサッカー 

▲

りんくんさん【大阪府】

サッカーハリケーン 

▲

新井田 祐子さん【北海道】

▲  シュート
   松下 直樹さん【北海道】
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パラリンアート賞
Paralym Art Award

とどけ！
T.Igarashiさん【東京都】

シュート
福田 廉士さん【京都府】

きょうりゅうのサッカー
近江 嶺さん【秋田県】

そら豆くん、サッカーをする
松尾 大樹さん【長崎県】

Football is a science
Jung.Dong-Hwan さん【韓国】

Terrain de mors
Lynda ROMAIN さん【フランス】



27

入選者  53 名
Winners people

ボールぐるぐる
横内さん【北海道】

キックオフ
鈴木さん【栃木】

PK〜ゴールにきまれ！〜
錦織さん【茨城】

６ぴきのことりとサッカーボール
山田さん【埼玉】

ブラジルサッカー
和田さん【秋田】

世界中に広がるフィールド
高橋さん【秋田】

サッカーしよう!
杉山さん【宮城】

くまちゃんのサッカーボール
福邑さん【岩手】

夢のボール
樽井さん【埼玉】

オーレあおぞら館
入江さん【茨城】

みんなで応援
福地さん【千葉】

キック
定塚さん【茨城】

円陣
白鳥さん【秋田】

シュート！シュート！シュート！
矢野さん【茨城】

宇宙でみんなでサッカー
中梶さん【北海道】

サッカーって楽しい!!
髙𣘺さん【群馬】

サッカーボールツリー
芳賀さん【岩手】

レインボールサッカー
横田さん【埼玉】

水戸ホーリーキック選手
後藤さん【茨城】

キックオフ
芳賀さん【埼玉】

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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入選者  53 名
Winners people

サッカーを通して世界は１つ
斉藤さん【大阪】

夢のサッカー選手に
古川さん【京都】

ボクのスキなモノ
福田さん【大阪】

ボールプールでサッカーをするアヒル
岡崎さん【千葉】

できないこともできる！
野島さん【東京】

宇宙でサッカー
吉原さん【東京】

サッカー
渋佐さん【千葉】

新横浜がブルーになる日
羽淪さん【神奈川】

夢のビッグスワン天の川でサッカー
長谷川さん【新潟】

個人練習
寺下さん【石川】

かいじゅうとサッカーしよう
M.Oさん【東京】

ゴール
村谷さん【愛知】

5人のサッカーボール
木村さん【愛知】

ボールを蹴り上げるシュート
たくむさん【滋賀】

長谷部誠選手
ハセベさん【愛知】

「本田圭佑」
IZURUさん【石川】

キャプテン翼
岡田さん【岐阜】

おれのサッカーボール
佐藤さん【岐阜】

汗散る瞬間
キクチさん【愛知】

空までとんでけ！
D.Oさん【千葉】

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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あこがれのイナズマイレブン
西田さん【兵庫】

入選者  53 名
Winners people

海の中のサッカー
如月さん【和歌山】

『キックオフ！！』
橋本さん【岡山】

おもいをのせて
岡本さん【岡山】

日本代表
慶田花さん【沖縄】

ニワトリさんが
サッカーボールをうんじゃった!

やまちゃん さん【宮崎】

シュート！！
橋本さん【大分】

ねこのサッカー
満生さん【福岡】

勝負
前田さん【長崎】

がんばれ！ブラジル
中西さん【和歌山】

オリンピックのサッカー
倉富さん【福岡】

サッカー
有馬さん【福岡】

シュート！
鹿児島さん【香川】

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

イナズマ わにサッカー

カラフルなサッカーボール

めざせ2020！
東京オリンピック！！

ネイマール エンブレム カラフルサッカー

サッカーボールと
ゆかいな仲間達

うさぎのサッカーサッカー

サッカー！！この木何の木サッカーの木

GO!Fight!　 世界を繋ぐ架け橋でありたい。

熱戦

「笑顔の白いボールに」　

光をいっぱいあびて

カラフルサッカー サッカーボール 銀のシュート

岩手 Iwate

青森 Aomori

北海道 Hokkaido

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

青空サッカー

サッカー試合の絵

「コバトーレ女川がんばれ！」

サッカーフィールドの静寂

『巡る』

ファインプレー 魔法のシューズ

Sunny Day負けられない戦い

フルーツDEサッカー

VICTORY

究極の一撃

燃えろ！魔球！！ FCバルセロナ

サッカー場の空

頑張ろう日本

おっきいゴールキーパー ゴールキーパー

ぼくらのゆめ「りるちゃん、いくよー。」サッカー選手

山形 Yamagata

福島 Fukushima

秋田 Akita

宮城 Miyagi

岩手 Iwate

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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ひまわり畑のサッカーチーム スーパーセーブ 海を渡るサッカーボール お兄ちゃんとサッカー

日本の未来サッカーロボット 未来のサッカー サッカーアイス 虹色サッカー

みんなでつなぐ 夢と笑顔を

複雑な気持ち 目の前のシュートサッカー

日本サッカーの代表

イナズマイレブンGO

サッカーマニアのサッカー サッカーボール雪だるま

GOAL サッカーで遊ぶインコサッカー選手

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

栃木 Tochigi

群馬 Gunma

茨城 Ibaraki

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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みんななかよし

シュート！！

明日へ

ラブコート

最高のサッカー試合 コバトーン

サッカーボールの軌跡

GO！

リフティング

スーパー力  イオタ

サッカー応援団Ⅱ

花ひらく

ゲーム、スタート！

しばふの上にあるサッカーボールタイガーシュート

ファイヤーオレンジシュート

めざせゴール

JリーグFC東京でゴールをして
よろこぶFCイレブン

魔球

大好き！サッカー

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

埼玉 Saitama

群馬 Gunma

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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思い出の窓 ハッピーサッカーボール ユニフォームを
着て応援に行くぞ〜！

勝利をつかめ！

サッカーボール

アニマルサッカー 世界一とるぞ！

キャプテンつばさ

キャプテン翼 サッカーとトラック

ストップ サッカー Love&peace

あっちゃんの朝練

キックオフ！ ひまわりサッカー

彩ボール

坊ちゃんサッカー

私好みのサッカーボール

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

東京 Tokyo

千葉 Chiba埼玉 Saitama

残念

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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ぼくのサッカーボール

僕らのゴール裏

ナイスキック

ドラゴンサッカー小さいサッカー 夢のサッカーボール

サッカー

天高く蹴り上げろ！！「夢と成長」

サッカー

スーパーサッカー2

シュートをうつサッカー選手

激突

サッカー大会

スライディングシュート

ボールキャッチ

スーパードリームボール

一蹴入魂 夕暮れとサッカーと緑と マスコット

サッカーの練習

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

富山 Toyama

福井 Fukui

石川 Ishikawa

神奈川 Kanagawa

東京 Tokyo

山梨 Yamanashi

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

勇者のサッカー

夢のサッカーボール サッカーボールサッカーフェスティバル

サッカー
イナズマシュート

がんばれ日本代表

サッカーマン サッカーアート

大好きなサッカー

未来へつなげ

カラフルサッカーボール

サッカー学校しまった・・ボールが口に

サルくんとサッカーゴロゴロゴール
〜スマッシュファイヤーゴール〜

今だ！シュートだ！

おかしなおかしなお友達とサッカーボール

ピッチにボールの花が咲く

静岡 Shizuoka

岐阜 Gifu長野 Nagano

『キック  ゴー！  サッカーいこう！』

サッカーゴールに咲いた花

山梨 Yamanashi

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

フリーキックのしゅんかん

くるまいすサッカー

サッカーボールと私たちボールが描く曲線

ナイス！キーパー日本対フランスのしあい

みんなとサッカー緑のフィールド

ねこサッカー

soccer cup

サッカー青空サッカー

ダークエンペラー
ブレイクダイヤモンドダスト

ゴール前

サッカー

SHOOT！！

キャプテン岡田！！

サッカー

オーバーヘッドキックでゴール！ サッカーみきおくん

三重 Mie 滋賀 Shiga

静岡 Shizuoka 愛知 Aichi

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

シュート！

がんばれ本田

晴れ舞台

勇気をもった少年たち

サッカーボール

サッカーとたこ

朝・昼・夜
サッカーするボク

宇宙へキックオフ！

サッカーの試合 サッカーは楽しいなあ〜！

ボール 黒サイVSアフリカ象

みんながサッカー

サッカーボールと僕

プロサッカーモトクロス

子犬とサッカーボール

関取とサッカー（どすこい） ゴールキーパー

京都 Kyoto

大阪 Osaka

サッカー しばふのうえのボール

滋賀 Shiga

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

私が想い描くサッカー サッカー大すき

オリンピックサッカー 私のサッカーボール

ディフェンダーと友だち

Shoot of a soul トレーニング幼いころの弟の思い出 サッカーの厳しさ

サッカーの試合

サッカーの絵 ロベカル

サムライブルーもなでしこも一致団結！
がんばれニッポン！

サッカーボール

サッカーボールエンジェルボールめがけて！！コーナーキック

ボールに向かってーサッカー

みんなでサッカー

選手

島根 Shimane鳥取 Tottori

大阪 Osaka

奈良 Nara

兵庫 Hyogo

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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チャレンジカップ

夢「蹴りたい」

ボールなかま

選手

おいしそうなフィールド 試合でボールを
蹴っている風景

サッカーとあおぞら

エレメントオーブを
使ってサッカーを

シュートしている選手

PKなんだけど？

QUANITY OF MOTION カラフルボール優勝ゴール２秒前

ヒールパス＆間

奇跡を信じて

サンフレッチェ広島浅野選手

サッカー場から見える空

夢はサッカー選手

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

島根 Shimane 岡山 Okayama

徳島 Tokushima

香川 Kagawa

山口 Yamaguchi

広島 Hiroshima

岡山 Okayama

私のサッカーボール あったかメッセージボール

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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戦え！モンスターサッカー

サッカーと
おもてなしと王子さま

サッカーボールの中本田圭佑

ひとやすみにかよってる人達と
サッカーをみに行ったなら

サッカー場に幸せを
運んでくる鳥

皆でサッカー

煌めき 心をひとつに おめでとう！！

みんなのボール ゴール！ゴール！リフティング シュート

スマイルボール カラフルボール

クリスティアーノ

楽しい 僕達のスターアイテム人間 栄光の１０番

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

福岡 Fukuoka

愛媛 Ehime

高知 Kochi

香川 Kagawa

佐賀 Saga

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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ボールあらそい！ みんなとの
サッカーにあるボール

シュート ボールと一緒にどこまでも
※写真応募のため選外

The future of Soccer 宇宙サッカーボール

真夜中の合唱団
（ねことうさぎ）

超大決戦

楽しいサッカー ぜったい負けない！日本の裏側で歓喜の試合

自分が想像する
友達とのサッカー おれとしょうぶだ ワールドカップの絵

楽しいサッカースパーク（花火）

夢のあるサッカーボール さけんでる人

「サッカーだいすき」

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

長崎 Nagasaki

熊本 Kumamoto

大分 Oita

なでしこジャパーン みんなでたのしく

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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サッカー選手

「クラブでサッカー」 遊んでる

声援

ワールドカップ

Foot En Fleurs World cup Enjoy

ドリブルで前へ

競り合い

サッカーボール

楽しくサッカー魚たちもサッカー

サポーターの力

『ばんみかせ！サッカーボールよ。
飛べゴールへ！！』

We are one

ゴールキーパーがんばれ

ゴール守る！

We would like to play soccer
at the united korea.

シュートをとめろ！

サッカーだいすき！！

一次審査通過者　282 名
The First Selection Passage Person

フランス France韓国 Korea

宮崎 Miyazaki

沖縄 Okinawa

鹿児島 Kagoshima

※ページスペースの関係上、絵画の向き・
サイズが変更されている場合があります。
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3月28日開催発表会
メディア紹介

メディア紹介数

● TV （3件）

● 新聞 （15件）

● 雑誌 （3件）

● WEB  (62件） 

9月9日表彰式
メディア紹介

メディア紹介数

● TV （5件）

● 新聞 （12件）

● 雑誌 （2件）

● WEB  (95件） 

● 動画  (2件） 

※2016年11月2日時点

メディア紹介
Media coverage

多くの皆様にパラリンアートの
魅力をお伝えいただきました!
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さいごに

この度は「SOMPO パラリンアート・サッカーアートコンテスト」
への多大なる協力・参加ありがとうございました。

パラリンアートは、
「障がい者がアートで夢を叶える世界を作る」ことを理念に、

民間の継続協力で障がい者支援を継続できる
仕組み作りを目指しています。

 支援を受けることが当たり前の社会にしていくのではなく、
アートを通して感動や喜びを生み出し、

アーティストとひとつのチームとなって行動していけるよう
これからも活動していきます。

至らない点も多々あったかと存じますが、
皆さまのご協力 / ご参加のおかげで素晴らしいコンテストとなりましたこと

心より厚く感謝申し上げ、御礼の言葉とさせていただきます。

サッカーアートコンテスト運営事務局
障がい者自立推進機構 パラリンアート運営事務局 一同

障がい者が

アートで夢を叶える世界を作る

パラリンアートの紹介

【法　人　名】 一般社団法人障がい者自立推進機構
 パラリンアート運営事務局

【U　R　L】 http://paralymart.or.jp/
【創　　業】 平成 19 年 9 月
【設　　立】 平成 24 年 12 月 5 日
【事業内容】 障がい者職域開発促進事業

2007年9月

2012年12月

2015年

2016年1月

前代表理事である松永昭弘が立ち上げた、健康保険適用の訪問医療
マッサージ事業㈱ケアプラスの業務中にある障がい者施設長から、

「障がい者アートを活かし、障がい者自身が糧を得る方法がないか?」
と相談を受け、パラリンアートを設立。事業として成立させるという想
いから、株式会社としてパラリンアート事業を開始。

公益性,社会性を高めるため、また更なる自立推進拡大のために、一般社団
法人障がい者自立推進機構を設立。アーティストの版権、報酬管理を行う。

サービスの充実、事業の拡大に伴い、現役Jリーガー、演出家、大手代理
店等、各方面で活躍する方々の応援を得る。

新代表理事に野田聖子就任。

【代表理事】 野田 聖子 【理事】 セイン・カミュ




















