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み え ス ポ － ツ フ ェ ス テ ィ バ ル ２０２０開催要項 

 

１ 目 的   「みえスポーツフェスティバル」（以下「フェスティバル」という。）は、

県民に幅広いスポーツ・レクリエーション活動を実践する場をつくり、生

涯にわたり、健康でいきいきとしたスポーツライフの実現ができるようス

ポーツ・レクリエーション活動を普及・振興することを目的とする。 

 

２ 主 催  みえスポーツフェスティバル実行委員会 

 

３ 共 催  三重県、三重県教育委員会、開催市町、開催市町教育委員会 

       （公財）三重県スポーツ協会、（一社）三重県レクリエーション協会 

三重県スポーツ推進委員協議会 

 

４ 主 管    開催種目団体 

 

５ 期 日    ２０２０年９月・１０月の土曜日・日曜日を中心に実施する。 

 

６ 場 所  県内全域 

 

７ 種 目 ６６種目 

      スキー、水泳、ボート、セーリング、ボウリング、陸上競技、サッカー、テ

ニス、バレーボール、体操、車椅子バスケットボール、レスリング、ウエイト

リフティング、ハンドボール、ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、

フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、弓道、ライフル射撃、剣

道、ラグビーフットボール、山岳、アーチェリー、クレー射撃、少林寺拳法、

ゲートボール、日本拳法、武術太極拳、グラウンド･ゴルフ、健康体操、サイ

クリング、日本民踊、ペタンク、ウォークラリー、ユニバーサリティスポーツ、

フォークダンス・レクダンス、パドルテニス、ターゲット・バードゴルフ、フ

ァミリーレクリエーション、ドッジボール、ネイチャーゲーム、ユニカール、

３Ｂ体操、ウォーキング、シニアテニス、エアロビック、タスポニー、キンボ

ールスポーツ、オリエンテーリング、パラグライダー、パークゴルフ、シャフ

ルボード、ボクシング、カローリング、ファミリーバドミントン、カヌー、デ

ィスクゴルフ、キャンプ、パワーリフティング、ＳＳピンポン 

 

８ 参加対象   フェスティバルの目的に則り、次の事項を参考にして、種目ごとに参加

対象者及び参加資格を定めるものとする。 

       （１） 各年齢層の県民が幅広く参加できるよう配慮する。 

       （２） 障がいのある人が参加できるよう配慮する。 

    

９ 参加申込   出場する者及びチームの代表者は、募集要項に従って、各種目団体が 

              定めた所定の様式により、期日までに申し込むものとする。 
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10 組合せ   各種目団体により別に定める。 

 

11 大会形式及び大会方法 

        種目内容の選定や実施形式及び運営方法等については、種目ごとにフェ

スティバルの目的が達せられるよう次の項目に留意し、種目団体が定める

ものとする。 

（１）種目内容の選定は、参加者の実情に応じて弾力性を持たせる。 

（２）地域代表は、市町対抗または地域対抗とする。 

     （３）チーム編成方法は、年齢等を考慮し、幅広く県民が参加できるよう工夫

する。 

     （４）２日以内で大会が運営できるよう、大会方法を工夫する。 

     （５）種目によっては、地域におけるスポーツフェスティバル（予選）等の結

果をふまえた大会方法及び大会形式を考慮することができる。 

     （６）当該種目の普及振興の実情に合わせたスポーツ教室・体験教室等を開催

することができる。 

     （７）大会会場は、種目団体と市町等会場所有者が連携して定める。 

     （８）総合型地域スポーツクラブからのチームや個人の参加がしやすいよう工

夫する。 

 

12 表 彰   各種目１～３位までを表彰することができる。 

 

13  参加料   参加料(傷害保険を含む)は、各種目団体が定め、徴収することができる。 

 

14 傷害保険  フェスティバルに参加する者は、すべて傷害保険に加入するものとする。

        （但し、補助金を充てることはできない。） 

 

15 大会中止  下記の場合は大会を中止する。 

     （１）東海地震の注意情報及び警戒宣言が発令されたとき。 

     （２）三重県内で荒天や地震等で多大な被害があったとき。 

     （３）三重県内に暴風警報が発令されたとき。 

     （４）その他、災害等において実行委員会または開催種目団体が中止と決めた

とき。 
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みえスポーツフェスティバル２０２０　開催種目予定一覧 ※状況により、中止したり延期したりする場合があります。
№ 団体名 種目名 開催日 予備 予選 開催市町 開催会場
1 三重県スキー連盟 スキー・スノーボード 2月14日（日） 雨天決行 岐阜 ほうのき平スキー場
2 一般社団法人三重県水泳連盟 水泳 10月4日（日） 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　水泳場
3 三重県ボート協会 ボート 8月23日（日） 小雨決行 大台 奥伊勢湖漕艇場
4 三重県ヨット連盟 セーリング 中止
5 三重県ボウリング連盟 ボウリング 9月20日（日） ○ 桑名 桑名グランドボール
6 三重陸上競技協会 陸上競技 9月5日（日） 雨天決行 伊勢 三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢
7 三重県サッカー協会 サッカー 11月28日（土）29日（日） 小雨決行 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　サッカー・ラグビー場

8 三重県テニス協会 テニス 9月20日（日）21日（月） 雨天決行 ○ 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　庭球場
9 三重県バレーボール協会 バレーボール・ソフトバレーボール 小）9月6日（日）ソ）9月27日（日） 伊勢・亀山 小俣総合体育館、亀山市西野公園体育館他
10 三重県体操協会 新体操・トランポリン 新）９月１９日（土）ト）１０月６日（火）２０日（火） 津 津市久居体育館
11 三重県バスケットボール協会 車椅子バスケットボール 9月22日（火） 津 未定
12 三重県レスリング協会 レスリング 9月12日（土） 松阪 県立松阪工業高等学校レスリング場
13 三重県ウエイトリフティング協会 ウエイトリフティング 11月15日（日） 四日市 四日市総合体育館
14 三重県ハンドボール協会 ハンドボール 小）10月11日（日）中）8月27日（木）28日（金）一）10月4日（日） 鈴鹿・四日市 小・一）三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　体育館　中）四日市ドーム

15 三重県ソフトテニス連盟 ソフトテニス 9月26日（土）27日（日） 雨天決行 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　庭球場
16 三重県卓球協会 卓球 10月24日（土） 津 津市産業・スポーツセンター　サオリーナ
17 三重県軟式野球連盟 軟式野球 10月17日（土）18日（日） ○ 鈴鹿 石垣池公園野球場
18 三重県相撲連盟 相撲 １１月１日（日） 伊勢 神宮相撲場
19 三重県馬術連盟 馬術 9月26日（土） 鈴鹿 三重県馬術競技場
20 三重県フェンシング協会 フェンシング 11月1日（日） 鳥羽 県立鳥羽高等学校
21 三重県柔道協会 柔道 11月3日（火） 名張 名張市武道交流館いきいき
22 三重県ソフトボール協会 ソフトボール 9月27日（日）10月4日（日） 10/11 亀山 亀山市関総合スポーツ公園多目的グラウンド
23 三重県バドミントン協会 チーム対抗バドミントン・レディースバドミントン チ）１０月１０日（土）レ）１０月９日（金） 伊勢・津 チ）県営サンアリーナレ）津市産業・スポーツセンター　サオリーナ

24 三重県弓道連盟 弓道 9月6日（日） ○ 津 津市産業・スポーツセンター　三重武道館弓道場
25 三重県ライフル射撃協会 ライフル射撃 10月18日（日）11月29日（日） 津 県営ライフル射撃場
26 三重県剣道連盟 剣道 9月6日（日） 津 津市安濃中央総合公園内体育館
27 三重県ラグビーフットボール協会 ラグビーフットボール 9月21日（月） 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿
28 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 山岳 9月27日（日） 鈴鹿 入道ヶ岳
29 三重県アーチェリー協会 アーチェリー 11月22日（日） 津 津市立白塚小学校体育館
30 三重県クレー射撃協会 クレー射撃 9月6日（日） 雨天決行 ○ 伊賀 三重県上野射撃場
31 三重県少林寺拳法連盟 少林寺拳法 11月23日（月） 松阪 さんぎんアリーナ
32 三重県ゲートボール連合会 ゲートボール 9月24日（木） 津 河芸第一グラウンド
33 三重県日本拳法連盟 日本拳法 中止
34 三重県武術太極拳連盟 武術太極拳 10月18日（日） 桑名 桑名市ヤマモリ体育館
35 三重県グラウンド・ゴルフ協会 グラウンド・ゴルフ 9月9日（水） 津 津市・河芸第１グラウンド
36 三重県健康体操連絡協議会 健康体操 10月25日（日） 松阪 さんぎんアリーナ
37 三重県サイクリング協会 サイクリング 10月18日（日） 伊賀 伊賀市内
38 三重県日本民踊連合会 日本民踊 中止
39 三重県ペタンク協会 ペタンク 11月3日（火） 松阪 松阪市立漕代小学校グラウンド
40 三重県レクリエーション協会 ウォークラリー 11月22日（日） 大台 道の駅奥伊勢おおだい
41 三重県レクリエーション協会 ユニバーサリティスポーツ 9月26日（土） 伊賀 県立ゆめドームうえの
42 三重県フォークダンス・レクダンス連合会 フォークダンス・レクダンス 10月25日（日） 伊勢 伊勢小俣総合体育館
43 三重県パドルテニス協会 パドルテニス 未定 鈴鹿 鈴鹿市立長太小学校体育館（予定）
44 三重県ターゲット・バードゴルフ協会 ターゲット・バードゴルフ 9月22日（火） 名張 名張市ターゲット・バードゴルフ場
45 三重県レクリエーション研究会 ファミリーレクリエーション 11月1日（日） 鈴鹿 県営鈴鹿青少年の森
46 三重県ドッジボール協会 ドッジボール 10月31日（土） 亀山 亀山市西野公園体育館
47 三重県シェアリングネイチャー協会 ネイチャーゲーム 10月18日（日） 鈴鹿 県営鈴鹿青少年の森公園
48 三重県ユニカール協会 ユニカール 10月25日（日） 尾鷲 東紀州くろしお学園おわせ分校体育館
49 日本３Ｂ体操三重県支部 ３Ｂ体操 中止
50 三重県ウオーキング協会 ウオーキング 中止
51 三重県シニアテニス連盟 シニアテニス 9月24日（木） 鈴鹿 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿
52 三重県エアロビック連盟 エアロビック 11月29日（日） 鈴鹿 AGF鈴鹿体育館
53 三重県タスポニー協会 タスポニー 9月6日（日） 四日市 四日市市霞ケ浦体育館
54 三重県キンボールスポーツ連盟 キンボールスポーツ 11月15日（日） 伊賀 県立ゆめドームうえの
55 三重県オリエンテーリング協会 オリエンテーリング 10月3日（土） 鈴鹿 県営鈴鹿青少年の森
56 三重県フライヤー連盟 パラグライダー 10月11日（日） 鈴鹿 白子港緑地
57 三重県パークゴルフ協会連合会 パークゴルフ 9月23日（水） 志摩 志摩パークゴルフ場
58 三重県シャフルボード普及協会 シャフルボード 8月30日（日） 松阪 ハートフルみくもスポーツ文化センター
59 三重県ボクシング連盟 ボクシング 9月19日（土） 津 県立久居農林高等学校ボクシング場
60 三重県カローリング協会 カローリング 9月21日（月） 明和 明和町体育館
61 三重県ファミリーバドミントン協会 ファミリーバドミントン 9月20日（日） 四日市 四日市市楠緑地体育館
62 三重県カヌー協会 カヌー 8月30日（日） 松阪 櫛田川津田神社下の瀬
63 三重県フライングディスク協会　三重県ディスクゴルフ協会 ディスクゴルフ 9月27日（日） 菰野 大羽根運動公園サッカー場周辺
64 三重県キャンプ協会 キャンプ 11月15日（日） 鈴鹿 県営鈴鹿青少年の森公園
65 三重県パワーリフティング協会 パワーリフティング 10月25日（日） 津 サンデルタ香良洲ホール
66 エンジョイSSピンポンクラブ SSピンポン 10月１８日（日） ○ 津 県身体障害者総合福祉センター
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１ スキー・スノーボード
１　日時 ２０２１年２月１４日（日）　８：３０～１５：００

（雨天決行）

２　会場

３　対象

４　大会形式　　

５　参加費

６　申込方法　　

７　問合せ先　　

ほおのき平スキー場（岐阜県高山市）

小中学生から成人壮年まで男女別クラス分けあり

郡市対抗で団体表彰あり

三重県スキー連盟登録者は県外在住者も出場できる

ジャイアントスラローム競技、クロスカントリー競技

スキー連盟登録者　2.500円（未登録者3,000円）

スキー連盟規定の申し込み用紙（申込一覧表）にて、各郡市で一括して

メールで申し込むこと

締切　２０２１年２月１日（月）

三重県スキー連盟　TEL/FAX 059-394-6981

メール　sam_taikai@ski-mie.org

2 水泳
１　日時 ２０２０年１０月４日（日）８：３０　～　１７：００予定

雨天の場合　　決行

２　会場 三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　水泳場

３　対象 ４月１日現在三重県内に現住所を置き、５０ｍ以上の泳力をもつ者

４　大会形式　　市町による対抗戦

５　参加費 個人種目　   1種目　　1,200円

リレー種目　 1種目　　2,000円

６　申込方法　　参加を希望する者は各市町の体育協会または、各地区水泳協会に

申し込み、所定の申込用紙に必要事項を記入し、三重県水泳連盟

事務局に申し込む。締切日　９月８日（火）正午

個人での参加申込みは、下記の問合せ先に確認すること。

７　問合せ先　　（一社）三重県水泳連盟事務局　谷

〒511-0811　桑名市東方1565-1　ロイヤル立坂１Ａ

TEL　0594-24-5222　FAX　0594-84-5224（火～金曜日10:00～14:00）

メール　mie-sr@topaz.ocn.ne.jp
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3 ボート
１　日時 ２０２０年８月２３日（日）　　８：３０　～１６：００　　

雨天決行（荒天時は中止）

２　会場 奥伊勢湖漕艇場（大台町Ｂ＆Ｇ海洋センター）

３　種目及び種別　　フリー参加

1クルー（チーム）6人編成

[漕手4人、舵手（コックス）1人補漕1人]

男子ヤングクラス　（漕手の合計年齢が140歳未満）

男子シニアクラス　（漕手の合計年齢が140歳以上）

男子熟年クラス　　（漕手の合計年齢が200歳以上）

女子オープンクラス（漕手の年齢制限無し）

中学生男子クラス・中学生女子クラス

小学生クラス（男女混合も可）

４　対象 水泳可能な者

５　大会形式 競漕艇（ナックルフォアー）に5人（4人漕手、1人舵手）が乗り

300ｍ漕ぎ順位を競う

舵手は男女問わない

６　参加費 無料

７　申込方法 所定の参加申込書により、申込先まで送付すること（ＦＡＸ可）

〒510-2404　多気郡大台町佐原750

大台町教育委員会事務局　TEL　0598-82-3791　FAX　0598-82-3115

締切　未定

８　問合せ先 三重県ボート協会　阿部　吉郎

〒515-0032　松阪市田原町324-23　TEL　090-2683-9296

4 セーリング
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

－5－



5 ボウリング
１　日時 ２０２０年９月２０日（日）９：００～１５：００　　

雨天荒天開催

２　会場 桑名グランドボウル（桑名市）

３　対象 成年男女、少年男女

４　大会形式　　市町代表チーム対抗戦

男子５人チーム戦　１名３ゲーム計１５ゲームトータル上位６チーム

による決勝総当たり戦で１位―３位を表彰。

女子３人チーム戦　１名３ゲーム計９ゲームトータル上位６チームに

よる決勝総当たり戦で１位―３位を表彰。

５　参加費 男子１チーム10,000円　　女子１チーム6,000円

６　申込方法　　所定の申込書を下記に郵送かファックスで申し込む。

鈴鹿市三日市町1880－6　三重県ボウリング連盟

ＦＡＸ　059-382-8224　締切　９月７日（月）

７　問合せ先　　三重県ボウリング連盟　TEL　059-382-4445
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6 陸上競技
１　日時　　　　２０２０年９月５日（日）　９：３０(予定)　～　　　雨天決行

２　会場　　  　三重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢　

３　対象　　　 ・令和２年度三重陸上競技協会登録者

　　　　　　　 ・令和２年度三重マスターズ陸上競技連盟の登録者

４　大会形式　【男　子】

　　　　　　　　一般　　100ｍ・300ｍ・300ｍH・5000ｍ

　　　　　　　　高校　　100ｍ・300ｍ・300ｍH・3000ｍ･110ｍJH(99.0㎝)

　　　　　　　　一般・高校　男子　4×100ｍR

　　　　　　　【女　子】　

　　　　　　　　一般・高校　100m･300m･300ｍH・3000ｍ・4×100mR

　　　　　　　　高校　　100mYH(76.2cmﾊｰﾄﾞﾙ間8.5m)

　　　　　　　【男　女】

　　　　　　　　一般・高校　混合4×400ｍR

　　　　　　　【マスターズ】

　　　　　　　　各クラス共通

　　　　　　　　男女　60m･100m･200m･400m･800m･1500m･3000m･4×100mR･走高跳

　　　　　　　　棒高跳･走幅跳･三段跳･砲丸投･円盤投･やり投･ﾊﾝﾏｰ投･

　　　　　　　　立五段跳

　　　　　　　　クラス別　男80ｍH(M70～M80)･100mH(M50～M65)･110mH(M45以下)

　　　　　　　　　　　　　女80ｍH(W40～W80)･100mH(W35以下)

５　参加費　　　1人1種目　\1,000　リレーはチーム\2,000（混合リレーは無料）

　　　　　　　　マスターズ　1種目\3,000　2種目\4,000　3種目\5,000

                            リレーはチーム\4,000

６　申込方法　　三重陸協ホームページより様式をダウンロードし、陸協までメールで

　　　　　　　　申し込む。

　　　　　　　　マスターズは、所定の申込書に必要事項を記入し郵送すること。

　　　　　　　　締切　一般・高校生8月3日（月）　マスターズ7月31日（金）

７　問合せ先　　三重陸協事務局　0596(22)8890

　　　　　　　　ﾏｽﾀｰｽﾞ 泉勝人　 0596(27)5463
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7 サッカー
１　日時　　　２０２０年１１月２８日（土）、１１月２９日（日）９：００～１７：００　　

　　　　　　　雨天の場合：　中止（ただし、少雨決行）

２　会場　　　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　サッカー・ラクビー場

　　　　　　　　１１月２８日（土）第１Ｇ及び第２Ｇ

　　　　　　　　１１月２９日（日）第１Ｇ及び第２Ｇ

３　対象　　  40歳以上、50歳以上、60歳以上、70歳以上及び成年女子

４　大会形式　1日目　２面　6チーム/面　各チーム2試合　計12チーム

　　　　　　　　・50歳以上　　　　　　　　　  6チーム

　　　　　　　　・60歳以上、70歳以上及び女子　6チーム

　　　　　　　２日目　２面　6チーム/面　各ﾁｰﾑ２試合　　 計12チーム

　　　　　　　　・40歳以上　　　　　　　　　　12チーム

５　参加費　　日本サッカー協会登録チーム　　　１０，０００円

　　　　　　　日本サッカー協会非登録チーム 　 １５，０００円

　　　　　　　県外、Ｏ－７０及び女子チーム　　　５，０００円

６　申込方法　三重県サッカー協会シニア委員会に申し込むこと。

　　　　　　　締切　9月30日

７　問合せ先　三重県サッカー協会シニア委員会委員長　樋口　淳一

　　　　　　　樋口淳一(自宅) juyuahi@nava21.ne.jp　　TEL　090-4861-1710

8 テニス
１　日時　　　　２０２０年９月２０日（日）～２１（月）９：００～１７：００　　

　　　　　　　　雨天の場合　屋内行事は実施　屋外は決行又は中止順延なし

２　会場　　  　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　庭球場

３　対象　　　　幼児(４歳から)、小学生、中学生、高校生、一般、高齢者

４　大会形式　　郡市町対抗テニス大会（代表者に限る大会）

　　　　　　　　一般年齢別ミックス大会（フリー参加）

　　　　　　　　プロの技術指導（フリー参加、ただし試合ができるレベルの方）

　　　　　　　　ふれあいイベント

　　　　　　　　（親子テニス大会）親子に限る

　　　　　　　　（楽しんでテニスを始めるPLAY＆STAY）

　　　　　　　　幼児(４歳から)、小学生、中学生、高校生

５　参加費　　　１名　500円　ふれあいイベント PLAY＆STAY参加者１名　300円

６　申込方法　　別途申込用紙にて申し込むこと　締切　８月３１日（月）

７　問合せ先　　三重県テニス協会　普及委員長　河本美代子　TEL 090-3389-5934
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9 バレーボール
○小学生の部　　
１　日時　　　　２０２０年９月６日（日）　　９：００～１６：００

２　会場　　　　伊勢市小俣総合体育館

３　対象　　　　各地区の代表として、小学生連盟から推薦された小学生で構成するチーム

４　大会形式　　男子6チーム、女子6チームでのトーナメント方式　6人制フリーポジション制

５　参加費　　　無料

※新型コロナウイルス禍の対応として、12月以降へ延期される可能性があります。

○中学生の部

※新型コロナウイルス禍の対応として、開催の可否について検討中です。

○ソフトバレーの部
１　日時　　　　２０２０年９月２７日（日）　　９：００～１６：００

２　会場　　　　亀山市西野公園体育館

３　対象　　　　県内在住者または在勤者で、三重県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟に登録された

　　　　　　　　20才以上の者で構成するチーム。但し、未登録の者で構成された

　　　　　　　　チームも一般参加とし参加可とする。

４　大会形式　　・20才以上の部　・40才以上の部　・50才以上の部

　　　　　　　　・60才以上の部　・レディースの部（20才以上の女性）

　　　　　　　　　年齢規定は令和２年4月1日現在年齢とする

５　参加費　　　１チーム　3,000円（一般参加5,000円）を所定の口座へ振り込む。

　　　　　　　　必ず、チーム名か代表者名の名前で振り込むこと（振込手数料は参加

　　　　　　　　者で負担）

　　　　　　　　振込先 郵便局 記号12210 口座番号20759981 三重県ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟

※新型コロナウイルス禍の状況により、中止の場合があります。
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体操
○新体操
１　日時　　　　　２０２０年９月１９日（土）　　

２　会場　　  　　津市久居体育館

３　演技内容　　　集団演技　　

４　出場制限　　　年齢制限なし・人数制限なし

５　参加費　　　　1人500円

６　傷害保険　　　各所属チームにて加入

７　申込について　参加希望がある場合は下記に問い合わせして下さい。

　　　　　　　　　問い合わせ〆切は８月２９日（土）

８　問合せ先　　　桑名高校　羽場つかさ　℡0594-22-5221（桑名高校事務室）

○トランポリン
１　日時　　　　２０２０年１０月　６日（火）　２０：００～　シャトルの部

　　　　　　　　２０２０年１０月２０日（火）　２０：００～　発表の部

２　会場　　  　津市久居体育館

３　競技方法　　①シャトル競技個人選手権　＊競技時間は３分以内

　　　　　　　　　Ａの部・・・小学生　

　　　　　　　　　Ｂの部・・・中・高校生～19歳

　　　　　　　　　Ｃの部・・・20歳以上

　　　　　　　　②発表の部・・年齢制限無し

４　大会形式　　トーナメント戦

　　　　　　　　※実施上の規則：（公財）日本体操協会トランポリンシャトル

　　　　　　　　　　　　　　　　　競技ルールに準ずる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、ツーバウンズは行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　（対戦相手了解の上、実施する場合あり）

５　参加費　　　1人500円

６　傷害保険　　各所属チームにて加入

７　申込・問い合わせ先　 〒514-0065　津市河辺町1895　

　　　　　　　　　　　　　三重県体操協会トランポリン委員会事務担当　川辺優子

　　　　　　　　　　　　　TEL/FAX　059-228-1483

　　　　　　　　　　　　　申込締め切り　９月２９日（火）
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車椅子バスケットボール
１　日時　　　　２０２０年９月２２日（火・祝）９：００～１５：３０

２　会場　　  　未定（津市内）

３　対象者　　　県内在住(在勤)者、中学生以上

４　実施方法　　６チームを作り、３チームずつ２ブロックに分かれてのリーグ戦

５　参加費　　　無 料

６　申込方法　　ホームページより申込書をダウンロードして必要事項を記入、

　　　　　　　　メールに添付して送付、もしくは郵送する。

７　問い合わせ　[申込み]　〒501-0006 三重県津市広明町345-5 第2三浴ビル2F

　　　及び　　  三重県バスケットボール協会

　　申し込み先　E-mail　mie-bba@athena.ocn.ne.jp    TEL　 059-224-5466

　　　　　　　　[問合せ]　三重県バスケットボール協会 総務委員長  浅野 準治

　　　　　　　　E-mail　hooooops.jun@gmail.com    　TEL　070-3627-4722

レスリング
１　日時　　　２０２０年９月１２日（ 土 ）

　　　　　　　　計量　　　　９：００～９：３０

　　　　　　　　開始式　　１０：００～　　　　競技開始　１０：３０～

２　会場　　  県立松阪工業高等学校　体育館

３　対象　　　小学生5・6年生の部/中学生の部/少年の部/成年の部/マスターズの部

４　大会形式　郡市対抗

５　参加費　　①三重県レスリング協会登録者

　　　　　　　②成年は平成14年4月1日以前に生まれた人

　　　　　　　③少年は平成14年4月2日以降平成17年4月1日までに生まれた生徒

　　　　　　　④中学生・小学生は各校種・各該当学年所属の生徒児童

　　　　　　　⑤マスターズの部は該当年齢の人

　　　　　　  ⑥参加者の所属は申込み日現在の現住所または勤務先・学校の郡市　　　　　　

６　申込方法　①参加料とともに会場で当日申込み

　　　　　　　②参加料1人500円（1日保険料含む）

７　問合せ先　三重県レスリング協会事務局：担当 小浦松翁

　　　　　　　鳥羽高校 〒517-0021 鳥羽市安楽島町1459　TEL　0599-25-2935
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ウエイトリフティング
１　日時　　　　２０２０年１１月１５日（日）

　　　　　　　　監督会議８：３０　　検量 ９：００　　競技開始 １０：３０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（少年の部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（成年・マスターズの部）

２　会場　　  　四日市市総合体育館

３　対象　　　　各郡市の代表選手

　　　　　　　　選手の年齢は少年１８歳未満。成年は３９歳まで、ﾏｽﾀｰｽﾞは４０歳

　　　　　　　　以上とする。(年齢基準は開催年度の４月２日現在とする）

　　　　　　　　女子選手もそれぞれの種別に男子と混成で参加できる。

４　大会形式　　各郡市対抗

５　参加費　　　１名５００円（選手及び監督。傷害保険料を含む）

　　　　　　　　申し込みと同時に参加料を納入する。

６　施設使用料　１名　１０００円（選手のみ）

　　　　　　　　申し込みと同時に納入する

７　申込方法　　参加申込書と参加料を１０月１６日（金）必着で下記の住所に提出

８　申込み先　　〒510-0886　四日市市日永東3丁目4-63　四日市工業高校内

　　　　　　　　　　宮﨑　彰也　　TEL059-346-2331　FAX059-345-2717

　　　　　　　　　　miyazaki.a@mxs.mie-c.ed.jp
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ハンドボール
１　日時　　　　小学生の部　　　２０２０年１０月１１日（日）　　　　

　　　　　　　　中学生の部　　　２０２０年　８月２７日（木）、２８日（金）

　　　　　　　　一般の部　　　　２０２０年１０月　４日（日）

２　会場　　　　小学生の部　　　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　体育館

　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴鹿市御薗町1669　 TEL 059－372－8850）

　　　　　　　　中学生の部　　　四日市ドーム

　　　　　　　　　　　　　　　　（四日市市大字羽津甲5169　 TEL 059－330－3131）

　　　　　　　　一般の部　　　　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　体育館

　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴鹿市御薗町1669　 TEL 059－372－8850）

３　対象　　　　三重県に在住するアマチュア競技者で構成されたチームであること

　　　　　　　　中学生は三重県ハンドボール協会に登録しているチームであること

　　　　　　　　一般は平成１３年４月１日以前に生まれた者

４　大会形式　　フリー参加（予選は行わない）

５　参加費　　　一般・中学生の部　１チーム5,000円

　　　　　　　　小学生の部　１チーム2,000円

６　申込方法　　下記問合せ先に連絡を取り申し込むこと

　　　　　　　　※一般の部は直接問い合わせをしてください。

７　問合せ先　　

【小学生の部】 三重県ハンドボール協会　小学生担当　齋藤 賢司　宛

　　　　　　　 〒512-0911　四日市市生桑町347-4   TEL 059-333-0080

【中学生の部】 三重県ハンドボール協会　中学生担当　　堀江 泰輔　宛

　　　　　　　 〒510-0012　四日市市大字羽津甲26　羽津中学校内 

　　　　　　　 TEL 059-330-0048 / FAX 059-330-0049

【一般の部】   三重県ハンドボール協会　一般担当　長谷川 将規　宛　

　　　　　　　 〒511-0944　桑名市芳ヶ崎1330-1　桑名工業高校内 

　　　　　　　 TEL 0594-31-5231 / FAX 0594-32-0421
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ソフトテニス
１　日時　　　　２０２０年　９月２６日（土）～　９月２７日（日）

　　　　　　　　　開会式 ９：００　試合開始 ９：３０

　　　　　　　　　　９月２６日（土）地域対抗戦

　　　　　　　　　　９月２７日（日）中学生１０人マッチ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小学生シングルス・小学生初心者ダブルス

２　会場　　  　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　庭球場

３　対象　　　　１）地域対抗戦　・・・・・市・町を１単位として、チームを編成

　　　　　　　　　　（１チーム監督１名、選手６名以上８名以内で１チームを編成）

　　　　　　　　　　①一般男子の部（年齢制限なしの3組対抗戦）

　　　　　　　　　　②一般女子の部（年齢制限なしの3組対抗戦）

　　　　　　　　　　③シニアの部（混合）1部

　　　　　　　　　　　（男子45歳以上2ペア・女子40歳以上1ペアの3組対抗戦）

　　　　　　　　　　④シニアの部（混合）２部

　　　　　　　　　　　（男子60歳以上2ペア・女子60歳以上1ペアの3組対抗戦）

　　　　　　　　２）中学生10人マッチ ・・三重県内の中学生

　　　　　　　　　　①男子の部　　②女子の部

　　　　　　　　３）小学生シングルス  ・・県内に居住している小学生

　　　　　　　　　　①男子・女子　４年生の部

　　　　　　　　　　②男子・女子　５年生の部

　　　　　　　　　　③男子・女子　６年生の部

　　　　　　　　４）小学生初心者ダブルス・・県内に居住している小学生

　　　　　　　　　　①男子・女子初心者の部

４　大会形式 　  何れも、予選リーグ及び予選リーグの順位による決勝トーナメント

５　参加費　　　１）地域対抗戦　　　　　　８，０００円（１チーム）

　　　　　　　　２）中学生10人マッチ　 　４，０００円（１チーム）

　　　　　　　　３）小学生シングルス　　　１，０００円（１名）

　　　　　　　　４）小学生ダブルス　　　　２，０００円（１ペア）

６　申込方法　　１）地域対抗戦

　　　　　　　　　　　514-0065　津市河辺町３０４７－８　

　　　　　　　　　　　　　　　　三重県ソフトテニス連盟　落合　康司

　　　　　　　　２）中学生１０人マッチ

　　　　　　　　　　　513-0836　鈴鹿市国府町９１０５番地の１

　　　　　　　　　　　　　　　　鈴鹿市立平田野中学校内　落合　康司

　　　　　　　　３）小学生シングルス

　　　　　　　　　　　514-0824　津市神戸１６０－６８　山下　学　方

　　　　　　　　　　　　　　　　三重県ソフトテニス連盟　小学生委員会事務局

７　問合せ先　　三重県ソフトテニス連盟　理事長　天野　晴夫

　　　　　　　　〒514-0006　三重県津市広明町３０１－３

　　　　　　　　TEL　090-3256-9407　メール　msta.amano@nifty.com
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卓球
１　日時　　　　２０２０年１０月２４日（土）　９：００～１８：００

２　会場　　  　津市産業・スポーツセンター　サオリーナ

３　対象　　　　中学生以上（２０２０年度三重県卓球協会登録者であること）

４　大会形式　　団体戦

　　　　　　　　①壮年の部(男・女)

　　　　　　　　②成年の部(男・女)

　　　　　　　　③少年の部(男・女)

　　　　　　　　④ラージボールの部(男女混合)

５　参加費　　　1チーム　3,000円

６　申込方法　　三重県卓球協会ホームページに掲載の参加申込書にて各地区協会で取り

　　　　　　　　まとめを行い下記アドレスへ申し込むこと。

　　　　　　　　メール  mietakkyu@globe.ocn.ne.jp

　　　　　　　　締切　8月31日(月)

７　問合せ先　　〒514-0823　津市半田142　津工会館内

　　　　　　　　三重県卓球協会 事務局長　松生純明

　　　　　　　　TEL　059-264-7571　FAX　059-264-7572

　　　　　　　　メール  mietakkyu@globe.ocn.ne.jp
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軟式野球
１　日時　　　　２０２０年１０月１７日（土）・１０月１８日（日）

　　　　　　　　雨天の場合　初日は順延、2日目は中止

２　会場　　  　Ａ会場：鈴鹿市石垣池公園野球場

　　　　　　　　　　　（鈴鹿市桜島７丁目１-１）

　　　　　　　　Ｂ会場：桜の森公園野球場

　　　　　　　　　　　（鈴鹿市南玉垣町　３５００-５）

３　種目及び種別　　一般チーム（男女は問わない。学童・中学生は参加できない。）

　　　　　　　　　　（１）三重県軟式野球連盟各支部代表の11チームとする

　　　　　　　　　　（２）一般のチーム編成は、チーム責任者1名、スコアラー1名

　　　　　　　　　　　　　マネージャー1名（この3名は選手として登録しない場合）

　　　　　　　　　　　　　と監督を含む選手20名以内とする

４　大会形式　　県連盟の各支部（11支部）参加区域市町チームは、各支部独自の試合方法

　　　　　　　　で第1次・第2次予選を行い、支部代表を決定する。（フリー参加を認めない）

５　参加資格　　（１）三重県内居住の者で、チームは同一市町の居住の者に限る

　　　　　　　　（２）高校生、大学生でも他の野球組織に加盟していないものは参加できる

　　　　　　　　（３）専修学校生、各種学校生も参加できる

６　参加費　　　支部大会　1チーム　支部によって異なる

　　　　　　　　県大会　　1チーム　20,000円

７　申込方法　　県軟式野球連盟に登録していないチームがこの大会に参加する場合は、

　　　　　　　　各支部にある所定のチーム登録用紙に記入後、准登録を行う。登録と

　　　　　　　　同時に参加料を納付しその後、支部の指示により支部予選大会に参加

８　問合せ先　　三重県軟式野球連盟　事務局　小倉　守　TEL　090-7867-9366
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相撲
1　日時　　　２０２０年１１月１日（日）９：００～　雨天決行

2　会場　　　神宮相撲場（伊勢市宇治館町 神宮会館内　℡0596－22－0001）

3　対象　　　小学生の部　　三重県内の小学1年生～小学6年生

　　　　　　 素人相撲の部　三重県内に在住、通勤通学する18才以上

　　　　　　（大相撲・大学相撲経験者は参加できません）

4　大会形式　フリー参加

　　　　　　 団体戦　小学生は5人制、素人相撲は3人制

　　　　　　 予選リーグ、決勝トーナメント方式

　　　　　　 個人戦　トーナメント方式（小学生は学年別）

5.参加費　　 小学生は無料　素人相撲は監督・選手共に一人1,000円

　　　　　　 ちゃんこ準備あり

6.申込方法　 所定の用紙で連盟事務局宛に郵送またはFAXで申し込む

　　　　　　 締切　10月23日（金）

7.問合せ先　 三重県相撲連盟　事務局　滝田　真

　　　　　　 〒517-0209　志摩市磯部町恵利原1308

　　　　　　 FAX　0599-55-0347（志摩高校）TEL　080-3070-0608

馬術
１　日時　　　　２０２０年９月２６日（土）９：００～９月２７日（日）１６：００　　

　　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　三重県馬術競技場

３　大会形式　　フリー参加

４　参加費　　　詳細要項を参照

５　申込方法　　詳細要項を参照

６　問合せ先　　三重県馬術連盟事務局　梅田敬仁

　　　　　　　　〒513-0012　鈴鹿市石薬師町452-4　　　TEL 059-374-0618
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フェンシング
１　日時　　　　２０２０年１１月１日（日）　９：４５～１５：００

　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　県立鳥羽高等学校飛翔館　フェンシング道場

３　対象　　　　小学生５，６年生以上　（男子の部、女子の部）

４　大会形式　　＊１チーム３名の選手による紅白戦で、試合は、３分実働とし、１回戦

　　　　　　　　　プール方式で、その後全員上がりのトーナメント方式とする。

　　　　　　　　＊試合規則は、F.I.E最新版規則に準ずる。

５　参加費　　　１人500円

６　申込方法　　申し込み用紙に必要事項をすべて記入のうえ、メールで締切り期日までに

　　　　　　　　申し込む

７　問合せ先　　三重県フェンシング協会事務局　　

　　　　　　　　mie.fencing.kyokai@gmail.com  まで

柔道
１　日時　　　　２０２０年１１月３日（火・祝）

２　会場　　  　名張市武道交流館いきいき

３　大会形式　　団体対抗点取り試合とし、トーナメント方式

４　参加費　　　地区30,000円（保険料含む）

５　申込方法　　〒514-2325　津市安濃町田端上野970-37内村秀一　TEL059-268-0048

　　　　　　　　締切　１０月２０日（火）必着

６　問合せ先　　同上

－18－



ソフトボール
１　日時　　　　２０２０年９月２７日（日）・１０月４日（日）９：００～

　　　　　　　　(予備日１０月１１日（日）東野公園ソフトボール場)

２　会場　　  　亀山市　関総合スポーツ公園多目的グラウンド

３　対象　　　　男子　１８歳以上で同一支部内に在住または在勤する男性のみで構成され

　　　　　　　　　　　たチーム。協会に所属の有無は問いません。オープン参加とします。

　　　　　　　　女子　１８歳以上で同一支部内に在住または在勤する女性のみで構成され

　　　　　　　　　　　たチーム。オープン参加とします。

４　大会形式　　参加チームが４チーム以上の場合はトーナメント方式、３チーム以下の

　　　　　　　　場合はリーグ戦

５　参加費　　　参加チーム1チームにつき10,000円

６　申込方法　　参加申込書に参加費を添えて、９月８日（火）必着で下記宛に申し込む。

　　　　　　　　〒519-4325　熊野市有馬町506-8

　　　　　　　　三重県ソフトボール協会　雑賀大策

７　問合せ先　　三重県ソフトボール協会　事務局長　雑賀大策

　　　　　　　　携帯　090-2137-4757　FAX　0597-89-1079
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バドミントン
○チーム対抗バドミントン
１　日時　　　　２０２０年１０月１０日（土）　　９：００　～　１７：００　　

２　会場　　  　県営サンアリーナ、メインアリーナ

３　対象　　　　三重県在住、在職、在学、在校のバドミントン愛好者

４　大会形式　　フリー参加

　　　　　　　　Ａ～Ｄ（Ａを上級者～Ｄを初級者とする）の能力別団体戦

　　　　　　　　チーム編成は男子複、女子複、混合複の３組とする

５　参加費　　　１チーム　6,000円

６　申込方法　　所定の用紙に必要事項を記入の上、参加料とメールで申込み

　　　　　　　　１０月２日（金）必着

７　問合せ先　　〒510-0013　四日市市富士町4-31

　　　　　　　　佐藤　滋晃　　　TEL  090-3387-7131

                                E-mail  sato-shigeaki@fujielectric.com

○レディースバドミントン
１　日時　　　　令和２年１０月９日（金）　９：００　～　１７：００

２　会場　　  　津市産業・スポーツセンター　サオリ－ナ　メインアリーナ

３　対象　　　　三重県在住女性バドミントン愛好者（学生を除く）

４　大会形式　　フリー参加　1部～６部の能力別団体戦

５　参加費　　　1チ－ム5,000円

６　申込方法　　所定の用紙に必要事項を記入し参加料の振込票を添えてメールにて

　　　　　　　　申し込み

　　　　　　　　締切　９月４日（金）必着

７　問合せ先　　〒513－0043　鈴鹿市長太栄町2－16－14

　　　　　　　　濱口　輝美　　TEL　080－3646－8136　

　　　　　　　　　　　　　　　E-mail　chacha10@mecha.ne.jp
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弓道
１　日時　　　　２０２０年９月６日（日）　　９：３０　～　１６：３０

２　会場　　　　津市産業・スポーツセンター 三重武道館弓道場

３　対象　　　　少年の部、成年の部

４　大会形式　　近的・団体競技　的中制　支部対抗（チーム:少年４名、成年８名）

　　　　　　　　※代表選考に当たっては各地区（支部）で予選会（選考結果要提出）を

　　　　　　　　　行い、広く県民のスポーツ振興に寄与すること

５　参加費　　　少年1,000円／チーム　成年2,000円／チーム

６　申込方法　　県内の各支部を通じて申込むこと

　　　　　　　　（支部に関する案内は三重県弓道連盟ホームページ参照）

　　　　　　　　三重県弓道連盟　競技部　西　達夫　宛

　　　　　　　　締切　８月７日（金）必着

７　問合せ先　　三重県弓道連盟　競技部　西　達夫　　TEL　090-1782-7691

ライフル射撃
１　日時　　　　２０２０年１０月１８日（日）　９：００～１３：００　

　　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　県営ライフル射撃場

３　対象　　　　対象銃器所持者及び経験者（ビームライフルは所持許可不要）

４　大会形式　　個人戦

５　参加費　　　50ｍ競技2,500円　10ｍ競技1,500円　ビームライフル競技　1000円

６　申込方法　　三重県ライフル射撃協会　事務局まで電話で申込む

７　問合せ先　　〒514-0027　三重県津市大門10-1　ゴルフ工房フルショット内

　　　　　　　　　　　　　　三重県ライフル射撃協会事務局　TEL　059-228-4052

○ビームライフル体験会
１　日時　　　　２０２０年１１月２９日（日）　９：００～１２：００

　　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　県営ライフル射撃場（１０ｍ射場）

３　対象　　　　小学生高学年以上　未経験者可能

４　参加費　　　無　料

５　申込方法　　当日会場で受け付け

６　問合せ先　　〒514-0027　三重県津市大門10-1　ゴルフ工房フルショット内

　　　　　　　　　　　　　　三重県ライフル射撃協会事務局　TEL　059-228-4052
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剣道
１　日時　　　　２０２０年９月６日（日）　　９：００～１６：００

２　会場　　  　津市安濃中央総合公園内体育館

３　対象　　　　小学生～一般

４　大会形式  　・団体戦（小学生、中学生、高校生、一般）

　　　　　　　　・合同稽古会

５　参加費　　　なし

６　申込方法　　三重県剣道連盟各支部を通じて、別紙申込用紙により下記まで

　　　　　　　　締切　２０２０年８月６日（木）

７　問合せ先　　三重県剣道連盟　TEL059－226－5975　

　　　　　　　　メール　sankenren@soleil.ocn.ne.jp

ラグビーフットボール
１　日時　　　　２０２０年９月２１日（月）　１０：００～１６：００　　

　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　３Ｇ，

３　対象　　　　高校生男女

４　大会形式　　15人制（リーグ戦方式）

５　参加費　　　無料

６　申込方法　　メールまたはＦＡＸ

７　問合せ先　　メール　matumoto.n@mxs.mie-c.ed.jp　　FAX　059-228-0259
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山岳
１　日時　　　　２０２０年９月２７日（日）７：３０受付開始　８：００開会式

　　　　　　　　雨天の場合　中止

２　会場　　  　鈴鹿市山本町　入道ヶ岳

３　対象　　　　中学生以上で、山登りのできる健康な方

４　大会形式　　10人程度の班編成にて行動

５　参加費　　　1人1,000円（保険代、資料代、記念品代、他）

６　申込方法　　指定参加申込書に必要事項を記入の上、下記までメールまたは郵送

　　　　　　　　山岳連盟会員は所属団体別にメールにて申込む

　　　　　　　　三重県山岳・スポーツクライミング連盟　橋川　亨

　　　　　　　　四日市市桜台本町１４１　　メール：sf2020@mie-sangaku.org

　　　　　　　　登山行動の制約上、参加人員に達したら締め切る

７　問合せ先　　三重県山岳・スポーツクライミング連盟担当：橋川　亨

　　　　　　　　TEL　070-4311-6187　又は　059－326-8794

アーチェリー
１　日時　　　　２０２０年１１月２２日（日）9:30～9:45受付　10:00開始式予定

２　会場　　  　津市立白塚小学校体育館（津市白塚町4463　TEL　059-232-3109）

３　対象　　　　弓具持参できる方　初心者部門以外は30ｍの距離で80㎝的を外さない

　　　　　　　　程度の技量の持ち主（館内の器物破損防止の為）　　　

４　大会形式　　フリー参加（初心者部門参加選手には、指導者が付き添って下さい）

　　　　　　　　午前＝18ｍを30射　午後＝18ｍを30射（初心者部門の距離は10m）

　　　　　　　　表彰は1位～3位　個人表彰は、部門別に表彰（RC CP BBの部門別）　

　　　　　　　　（初心者部門　14歳以下　15～20歳　21～39歳　40～59歳　60歳以上）

　　　　　　　　全日本アーチェリー連盟の競技規則に準拠

　　　　　　　　（当日の参加人数により適宜ローカルルールを採用）

　　　　　　　　定員＝５０名（定員を超えた場合は参加を断る場合がある）

５　参加費　　　１人500円（当日受付で支払うこと）　傷害保険には各自で加入

　　　　　　　　競技中の事故については、主催者及び主管者では、責任は負わない

６　申込方法　　原則３人１組での申込み（種別混在可）　個人での申込も可

　　　　　　　（個人での申込の場合は、個人表彰のみ）所定の申込書にて郵送又はﾒｰﾙ

　　　　　　　　締切　2020年11月7日（土）　申込先=下記問合せ先

　　　　　　　　昼食及び上履きは各自で準備　

７　申込先　　　三重県アーチェリー協会　事務局　松ヶ谷　仁志

　（問合せ先）　　　〒514-0101　津市白塚町4374-1　TEL　090-8735-8168

　　　　　　　　　　メール　CZT04527@nifty.ne.jp 
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クレー射撃
１　日時　　　　２０２０年９月６日（日）　　７：１５　～　

２　会場　　  　三重県上野射撃場

３　対象　　　　三重県民で銃砲所持許可証、火薬類譲受許可証を有するもの

４　大会形式　　トラップ・スキート共JCSAルール　　75ヶ撃ち＋ファイナル25ヶ

５　参加費　　　無料

６　申込方法　　クレー射撃協会の各地区理事がまとめて協会事務局に申し込む

７　問合せ先　　三重県クレー射撃協会事務局　TEL 059-331-3108　FAX 059-332-3250

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾒｰﾙ　oaktech@m4.cty-net.ne.jp

　　　　　　　　住所　　〒510-0007  四日市市別名3丁目2-12　柏木　孝則

少林寺拳法
１　日時　　　　２０２０年１１月２３（月・祝日）　　９：００～１６：００

２　会場　　  　さんぎんアリーナ（松阪市総合体育館）

３　対象　　　　幼少の部（小学生以下）～中高年の部

　　　　　　　　（幼少の部、中学生の部、高校生の部、一般の部等有り）

４　大会形式　　30種目の部で競技を行い、審判員による判定で、最優秀賞、

　　　　　　　　優秀賞、優良賞を決定

５　参加費　　　600円

６　申込方法　　インターネットより申し込み書式で申込む

７　問合せ先　　事務局　松崎弘明　TEL　090-3442-7281

ゲートボール
１　日時　　　　２０２０年９月２4日（木）

２　会場　　  　河芸第一グラウンド

３　対象　　　　三重県ゲートボール連合会会員

４　大会形式　　3チームによるリーグ戦とし、前後半Ａ・Ｂパート2回戦ずつ合計4試合の

　　　　　　　　勝数得失点で順位を決定する。

５　参加費　　　1チーム3,000円（当日会場にて支払う）

６　申込方法　　7月31日（火）必着

７　申込み先　　〒514-0001　津市江戸橋2-59-13　西村正敏　TEL/FAX059-291-2068

８　問合せ先　　〒515-2133　松阪市松ヶ島町20-9

　　　　　　　　三重県ゲートボール連合会　TEL　0598-52-5658
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日本拳法
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

武術太極拳
１　日時　　　　２０２０年１０月１８日（日）９：３０～１７：００

２　会場　　　　ヤマモリ　体育館

　　　　　　　　　　(三重県桑名市中央町3丁目３３　　℡(0594-22-6741)

３　対象　　　　三重県武術太極拳連盟に所属する者・または三重県内に在住している者

　　　　　　　　（年齢制限なし）

４　大会形式　　第３８回全日本武術太極拳選手権大会・ねんりんピックかながわ・

　　　　　　　　JOCジュニアオリンピックカップ大会・三重とこわか国体の予選を兼ねる。

５　参加費　　　個人種目１種目2,000円ジュニア1,000円　団体3,000円～5,000円

６　申込方法　　規定の申込用紙と参加費を登録団体及び三重県武術太極拳連盟へ提出

　　　　　　　　締切　９月７日（月）

７　問合せ先　　三重県武術太極拳連盟

　　　　　　　　　津市北丸之内202　　TEL 059-227-0470　FAX　059-224-4311

グラウンド・ゴルフ
１　日時　　　　２０２０年９月９日（水）　

　　　　　　　　　雨天の場合　９月１０日（木）に順延

２　会場　　  　津市・河芸第１グランド

３　対象　　　　フリー参加　小学4年生以上

４　大会形式　　個人戦、ブロック別、3ラウンドの合計打数で行う

　　　　　　　　・規則は日本グラウンド・ゴルフ協会ルールによる

　　　　　　　　・ブロック数及びラウンド数は参加人数により決める

５　参加費　　　1人1,000円（傷害保険料・参加賞代含む）

６　申込方法　　参加申込書に必要事項を記入の上、協会事務局までＦＡＸまたは郵送で

　　　　　　　　申し込む

　　　　　　　　締切　８月２３日（日）

　　　　　　　　〒510-0076　四日市市堀木1-6-12　（株）スポーツショップ四日市

　　　　　　　　三重県グラウンド・ゴルフ協会事務局宛

　　　　　　　　TEL　059-352-3894　FAX　059-352-3895

７　問合せ先　　同上
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健康体操
１　日時　　　　２０２０年１０月２５日（日）９:００～１５：００（予定）

　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　さんぎんアリーナ　（松阪市総合体育館）

３　対象　　　　どなたでも　制限なし

４　大会形式　　フリー参加　

　　　　　　　　リズム体操、新体操、ジャズダンス、ヒップホップ、キッズダンス等

　　　　　　　　のオリジナルな作品の演技発表会と実技体験

５　参加費　　　1,000円（1人1曲1作品につき）2曲2作品に出場の場合は2,000円

　　　　　　　　三重県体操協会会員、三重県健康体操連絡協議会会員は700円（傷害保険

　　　　　　　　料含む）　　　　　　　　

６　申込方法　　①団体名②代表者名・住所・電話番号③参加人数（主たる年齢層を明記）

　　　　　　　　④ジャンル　⑤作品の使用曲名をFAXかメールで事務局まで申し込む。

　　　　　　　　締切　８月８日（金）

７　申し込み・問合せ先　三重県健康体操連絡協議会事務局　

　　　　　　　　　　　　竹之内映子宛〒514-0101津市白塚町1-83　TEL/FAX059-232-4886

　　　　　　　　　　　　メール　x5n8mgem@za.ztv.ne.jp

サイクリング
１　日時　　　　２０２０年１０月１８日（日）８：３０～１７：００

　　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　伊賀市内

３　対象　　　　サイクリングの出来る健康な老若男女

　　　　　　　　小学生以上（小学生は保護者同伴）

４　大会形式　　フリー参加

５　参加費　　　会員3,000円

　　　　　　　　会員外4,000円

６　申込方法　　郵便局記号12290　番号11402441

　　　　　　　　三重県サイクリング協会　振込控を添付してFAX申し込可

　　　　　　　　〒514-1118　津市久居新町741

　　　　　　　　　サカグチサイクル内　三重県サイクリング協会

　　　　　　　　　TEL/FAX　059-255-2730　携帯　090-4791-6252

７　問合せ先　　同上

－26－



日本民踊
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

ペタンク
１　日　時　　　２０２０年１１月３日（火・祝）８：３０～１６：３０　

２　会　場　　  松阪市立漕代小学校グラウンド

３　対　象　　　ペタンクに興味のある方ならどなたでも

４　大会形式　　ダブルス（2人1組）午前中に予選リーグを行い、午後は決勝トーナメント

　　　　　　　　と交流リーグを行う。

５　参加費　　　1人1,000円（高校生以下半額）

６　申込方法　　チーム名、代表者の氏名・住所・年齢・電話番号・選手名を記入し、三重県

　　　　　　　　ペタンク協会事務局へ郵送で申し込む　締切　10月12日（月）

７　問合せ先　　三重県ペタンク協会事務局

　　　　　　　　〒514-0824　津市神戸1251　平松方　TEL　090-1479-5365

ウォークラリー
１　日時　　　　２０２０年１１月２２日（日）　１０：００～１４：３０

　　　　　　　　　雨天決行（警報発令時は中止）

２　会場　　  　大台町

３　対象　　　　どなたでも　ただし、小学生以下は保護者同伴

４　大会形式　　フリー参加

５　参加費　　　1人400円（未就学児無料）

６　申込方法　　参加申込書に記入し、県レクリエーション協会事務局までFAX・メール・

　　　　　　　　ハガキのいずれかの方法で申し込む

　　　　　　　　FAX　059-246-9801　メールmie-rec@ztv.ne.jp

７　問合せ先　　三重県レクリエーション協会事務局　TEL　059-246-9800
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ユニバーサリティスポーツ
１　日時　　　　２０２０年９月２６日（土）　１０：００～１１：３０（受付９：３０～）

　　　　　　　　　雨天決行（警報発令時は中止）

２　会場　　  　県立ゆめドームうえの　第２競技場

３　対象　　　　どなたでも

４　大会形式　　フリー参加

５　参加費　　　1人100円

６　申込方法　　参加申込書に記入し、県レクリエーション協会事務局までFAX・メール・

　　　　　　　　ハガキのいずれかの方法で申し込む

　　　　　　　　FAX　059-246-9801　メールmie-rec@ztv.ne.jp

７　問合せ先　　三重県レクリエーション協会事務局　TEL　059-246-9800

フォークダンス・レクダンス
１　日時　　　　 ２０２０年１０月２５日（日）　１０：００～１５：００　

　　　　　　　　　警報発令以外は実施

２　会場　　  　　伊勢小俣総合体育館

　　　　　　　　　伊勢市小俣町新村401-1　　℡0596-27-5491

３　対象　　　 　年齢、性別問わない

４　大会形式　　 交流会　　発表会（デモ）

５　参加費　　　 500円（傷害保険料含む）

６　申込方法　　 自由参加　当日も参加可（デモは事前申し込み）

７　問合せ先　　 〒516-0037　伊勢市岩渕3-1-27

　　　　　　　　　真崎　恵理子　0596-28-7023

パドルテニス
１　日時　　　　未定

２　会場　　  　鈴鹿市立長太小学校体育館（予定）

３　対象　　　　高校生～上限なし（どなたでも）

４　大会形式　　ダブルスゲーム・フリー参加（体験のみ）

５　参加費　　　会員1,000円・非会員1,500円（体験は無料）

６　申込方法　　メール又はファックス　締切８月３１日（土）

７　問合せ先　　〒512-1205　四日市市平尾町196-7　小林　剛　TEL/FAX059-326-9061

　　　　　　　　メール　agata123pdt@yahoo.co.jp
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ターゲット・バードゴルフ
１　日　　時　　２０２０年９月２２日（火）

　　　　　　　　９時～個人戦・１２時３０分～二人組戦

２　会　　場　　名張市メイハンスタジアム＆名張市ターゲット・バードゴルフ場

３　対　　象　　三重県在住・在勤の方

４　大会形式　　個人戦　１８ホールストロークプレー

　　　　　　　　二人組戦（ツーボールフォアサム）

５　参加費　　　三重県TBG協会会員一人　１，５００円

　　　　　　　　会員以外一人　２，０００円

６　申込方法　　所定の用紙に記入して申し込む　　締め切り　９月１５日（火）

７　問い合せ　　マツヤマSSKアリーナ内　　三重県ターゲット・バードゴルフ協会

　　　　　　　　℡　　０５９５－６３－５３３９　　FAX　０５９５－６３－５４４９

　　　　　　　　携帯　０９０－９１７３－５６２２　　　　森本　定利

ファミリーレクリエーション
１　日時　　　　２０２０年１１月１日（日）　１３：３０～１５：３０

２　会場　　  　県営鈴鹿青少年の森公園

３　対象　　　　親子（３歳以上）

４　大会形式　　焼いもと親子で楽しむ屋外レクリエーションです。

　　　　　　　　遊びのプロが親子の絆を深めます。

５　参加費　　　大人300円　　子ども200円（中学生以下）

６　申込方法　　参加者氏名、住所、年齢、連絡先をメールにて下記へ申し込む

　　　　　　　　受付１0月10日9時より受付　　

７　申込締切　　10月23日（金）16時

８　申し込み先　電話　059-378-2946（県営鈴鹿青少年の森公園）

９　問合せ先　　三重県レクリエーション研究会　江口

　　　　　　　　メール　eguchan@mecha.ne.jp
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ドッジボール
１　日時　　　　２０２０年１０月３１日（土）　９：００～１６：３０

２　会場　　  　亀山市西野公園体育館

３　対象　　　　小学１年生～小学６年生の男女

４　大会形式　　フリー参加

　　　　　　　　予選リーグを行い、各上位2チームが決勝トーナメントへ

５　参加費　　　高学年　１チーム8,000円　（小学３年～６年生の男女）

　　　　　　　　低学年　１チーム5,000円　（小学１年～４年生の男女）

６　申込方法　　三重県ドッジボール協会に郵送・ＦＡＸ・メールで

　　　　　　　　締切日　１０月１０日（土）

７　問合せ先　　三重県ドッジボール協会事務局

　　　　　　　　〒513-0826　鈴鹿市住吉1-19-13

　　　　　　　　FAX　059－378－3926

　　　　　　　　メール　jdbamie@wmail.plala.or.jp

ネイチャーゲーム
１　日時　　　　２０２０年１０月１８日（日）

　　　　　　　　１３：００受付　１３:３０～１５:３０　（雨天決行）

２　会場　　　　県営鈴鹿青少年の森公園

３　対象　　　　家族連れ、大人、子ども　３０名

　　　　　　　（18歳未満の参加者については、保護者の同意を必要とし、小学３年生以下

　　　　　　　　については保護者同伴とする。） 

４　大会形式　　フリー参加（但し先着順）

５　参加費　　　大人（中学生以上）400円　子ども（小学生以下）300円

　　　　　　　　４歳以下は無料 　参加費に教材費・傷害保険代含む 

６　申込方法　　下記のメールアドレスに、住所・氏名・年齢(子どものみ)・電話番号を

　　　　　　　　記入し申込む。締切　１０月１０日（日）

７　問合せ先　　三重県シェアリングネイチャー協会　大会事務局 

　　　　　　　　メールアドレス：　sakuragisakura@zc.ztv.ne.jp　 櫻木善仁

　　　　　　　　　　

　　　　　　　　三重県シェアリングネイチャー協会ホームページ

　　　　　　　　http://ngmie.sakura.ne.jp/
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ユニカール
１　日時　　　２０２０年１０月２５日（日）　９：００～１６：００

２　会場　　　県立特別支援学校 東紀州くろしお学園 おわせ分校　体育館

３　参加資格　ユニカールをやってみたい小学校４年生以上の人、１チーム３名

４　大会形式　フリー参加

　　　　　　　当日、初めての方に簡単な指導がある

　　　　　　　日本ユニカール協会公式ルールに準ずる

５　参加費　　１人　６００円（保険代含）

６　申込方法　参加者の住所、氏名、年齢、性別、電話番号及びﾁｰﾑ名（３名１ﾁｰﾑの場合

　　　　　　　のみ）を記入してハガキまたはFAXにて、下記の問合せ先住所まで

　　　　　　　締切　10月11日(土)必着

７　問合せ先　〒519-0121　亀山市江ケ室1-1-19　三重県ユニカール協会事務局

　　　　　　　TEL/FAX　0595-82-5285

3B体操
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止

ウオーキング
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止
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シニアテニス
１　日時　　　　２０２０年９月２４日（木）　９：２０～１６：００

　　　　　　　　　雨天の場合　１０月4日（木）に順延

２　会場　　  　三重交通Ｇ スポーツの杜 鈴鹿　庭球場

３　対象　　　　オープン　ただし、男子60歳以上・女子50歳以上

４　大会形式　　団体戦　ダブルス

　　　　　　　　個人戦　男子ダブルス（0Ｖ60・0Ｖ65・0Ｖ70）

　　　　　　　　　　　　女子ダブルス（0Ｖ50・0Ｖ60）

　　　　　　　　　　　　混合ダブルス（0Ｖ120）

　　　　　　　　（注）参加者の状況により変更することがある。

５　参加費　　　1人1,000円（弁当なし）傷害保険料は含まず

６　申込方法　　シニアテニス連盟幹事に申込む。団体戦は個人・個人戦はペア

　　　　　　　　締切　８月　２８日（金）

７　問合せ先　　三重県シニアテニス連盟　野田貞子

　　　　　　　　〒514-0823　津市半田3350－23　TEL059－226-4598

エアロビック
１　日時　　　　２０２０年１１月２９日（日）１３：００～

２　会場　　  　ＡＧＦ鈴鹿体育館

３　対象　　　　子供から大人　エアロビック、ダンス愛好者

４　大会形式　　フリー参加

　　　　　　　　シングル部門（個人演技、演技エアロビック）

　　　　　　　　チーム部門（エアロビック、ダンス、ヒップポップ）

５　申込方法　　参加費を添えて、県連盟・各理事まで申し込む。

６　問合せ先　　三重県エアロビック連盟　担当：渡瀬　TEL　090-1626-7389
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タスポニー
１　日時　　　　２０２０年９月６日（日）９：３０～

２　会場　　  　四日市市霞ヶ浦体育館

３　対象　　　　三重県下及び他県のタスポニー愛好者

４　大会形式　　・一般男子ダブルス　・５５歳以上男子ダブルス

　　　　　　　　・一般女子ダブルス　・５５歳以上女子ダブルス

　　　　　　　　・ミックスダブルス

　　　　　　　　・一般男子シングルス　・一般女子シングルス

　　　　　　　　・一般ソフト　　・小学生ソフト

　　　　　　　　※各ブロック予選リーグを行い上位２チームが決勝リーグへ進出

５　参加費　　　一般は700円　　小学生は200円

６　申込方法　　三重県タスポニー協会事務局　郵送又はFAX　059-353-0659

７　問合せ先　　〒510-0091　四日市市北浜町２－５ 浅田尅久

　　　　　　　　TEL　059-353-0659　又はTEL 090-3454-5744

キンボールスポーツ
１　日時　　　　２０２０年１１月１５日（日）　９：００～１６：００

２　会場　　  　県立ゆめドームうえの内アリーナ

３　対象　　　　キンボールスポーツを日頃から練習されている方

　　　　　　　　※1チーム4～6名（チーム単位で参加すること）

４　大会形式　　ジュニアの部（中学生未満）、フレンドリーの部

　　　　　　　　チャンピオンスタートの部、チャンピオンの部

　　　　　　　　各部門へフリー参加。1試合7分間

　　　　　　　　予選及び決勝戦を実施し各部門3位まで表彰する

　　　　　　　　詳細については、日本キンボールスポーツ連盟ホームページに掲載

５　参加費　　　ジュニアの部3,000円　フレンドリー・チャンピオンの部6,000円

６　申込方法　　別紙申込用紙に必要事項を入力の上、メールにて申し込む

　　　　　　　　締切　１０月２３日（金）

７　問合せ先　　三重県キンボールスポーツ連盟　池澤克将

　　　　　　　　E-mail mie.kinball.renmei@gmail.com

　　　　　　　　TEL　090-8735-2166
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オリエンテーリング
１　日時　　　 ２０２０年１０月３日（土）　１０：３０～１４：００

　　　　　　　　　雨天決行　　荒天の場合は中止

２　会場　　   県営鈴鹿青少年の森（鈴鹿市住吉町南谷口TEL:059-378-2946）

３　集合場所　 県立鈴鹿青少年センター（鈴鹿市住吉町南谷口TEL:059-378-9811）

４　大会形式　 フリー参加種目（個人及びグループ）上位3位まで表彰あり

　　　　　　　 ・ポイントＯ（タイムを競う。通過証明にEカードを使用。)

５　対象　　　 ・個人：男女別、年代別に９クラス、グループ：１クラス

　　　　　　　　（初心者クラスもあります。また初心者対象に競技方法の説明も行います。

　　　　　　　　　詳細は、三重県オリエンテーリング協会ＨＰを参照いただくか、同協会

　　　　　　　　　の事務局へお問い合わせ下さい）

６　参加費　 　・事前申込：個人1,000円/人、グループ500円/ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　 ・当日申込：個人1,500円/人、グループ700円/ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　　　　　　　　※小学生以下及び小学生以下のメンバーを含むグループ参加者は無料と

　　　　　　　　　します。

　　　　　　　 ・Ｅカードレンタル料：300円

　　　　　　　　※小学生以下及び小学生以下のメンバーを含むグループ参加者は無料と

　　　　　　　　　します。

７　申込方法　 三重県レク協会または三重県オリエンテーリング協会のホームページから

　　　　　　　 所定申込用紙を入手（ダウンロード）し、必要事項を記入して郵送、FAX、

　　　　　　　 またはEメールで送ってください。

　【必要事項】 ①氏名（よみがな）、②年齢、③性別、④郵便番号と住所、⑤所属クラブ、⑥電話番号、

　　　　　　　 ⑦参加希望クラス、⑧参加料振込日、⑨プログラムの郵送希望有無、⑩Eカードのレンタル

　　　　　　　 希望有無、⑪マイEカード使用の方はEカード番号。Eカードや地図準備の関係で、当日申込

　　　　　　　 者数を制限させていただく場合がありますので、できるだけ事前の申し込みをお願いします。

８　申し込み締切日　９月２１日（月）必着

　　　　　　　 ・郵送先　〒514-0055　津市南河路４２４　谷　秀司方 

　　　　　　　　　　　　　三重県オリエンテーリング協会事務局

　　　　　　　 ・電話・FAX：059-227-3772　 ・Eメール：dedesan3@zc.ztv.ne.jp

９　問合せ先　 三重県オリエンテーリング協会事務局　谷　秀司（電話等申込先と同じ）

               詳しくは、三重県ＯＬ協会のホームページをご覧ください。

　　　　　　　　 (URL= https://mieken-olkyokai.com/)
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パラグライダー
１　日時　　　　２０２０年１０月１１日（日）　１０:３０ ～１５:００

　　　　　　　　　雨天の場合　１０月１８日（日）に順延予定　

２　会場　　  　鈴鹿市 白子港緑地

３　対象　　　　小学生以上

４　大会形式　　一般参加のみ

５　参加費　　　300円（保険代）

６　申込方法　　現地受付

７　問合せ先　三重県フライヤー連盟　石田　　TEL　080-4226-3976

パークゴルフ
１　日時　　　　２０２０年９月２３日（水）９：００～１４：００

　　　　　　　　雨天決行

２　会場　　  　志摩パークゴルフ場（三重県志摩市阿児町国府3025-36）

３　対象　　　　パークゴルフ愛好者（県内外問わず）

４　大会形式　　フリー参加　36ホールストロークプレー　成績は男女別個人戦

５　参加費　　　1,500円

６　申込方法　　志摩パークゴルフ場へ電話で　TEL　0599-47-0880

７　問合せ先　　志摩パークゴルフ場　TEL 0599-47-0880  FAX 0599-47-0881

シャフルボード
１　日時　　　　２０２０年８月３０日（日）　１０：００～１６：００（9:30受付）

　　　　　　　　　雨天決行（ただし台風等による荒天時は中止）

２　会場　　　　ハートフルみくも　スポーツ文化センター

３　対象　　　　中学生以上でシャフルボードに興味と関心のある人なら誰でも

４　大会形式　　競技は、全てシングルス

　　　　　　　　午前中に予選リーグ戦を行い、午後からは上位者による決勝トーナメント戦

　　　　　　　　及び下位者による下位トーメント戦を実施して、総合順位を決定

５　参加費　　　800円（三重県シャフルボード普及協会の会員は500円）

６　申込方法　　所定の申込用紙に記入のうえ、三重県シャフルボード普及協会事務局まで

　　　　　　　　ＦＡＸまたは郵送で申し込む

７　問合せ先　　三重県シャフルボード普及協会事務局

　　　　　　　　松阪市嬉野野田511　太田秀二　TEL090-1413-8850
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ボクシング
１　日時　　　　２０２０年９月１９日（土）　試合開始　１３：００～

　　　　　　　　２０２０年９月２０日（日）　検診・計量　１１:００～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　試合開始　１２：３０～

２　会場　　  　県立久居農林高等学校ボクシング場

３　対象　　　　・演技の部　・マスボクシングの部

　　　　　　　　・アンダージュニアの部(男子・女子)

　　　　　　　　・ジュニアの部(男子・女子)

　　　　　　　　・シニアの部（男子・女子）

４　大会形式　　(一社)日本ボクシング連盟・三重県ボクシング連盟競技規則に則る

５　参加費　　　500円

６　申込方法　　所定の用紙で下記宛にメールにて申し込み　締切　９月１１日（金）

７　問合せ先　　三重県ボクシング連盟事務局

　　　　　　　　〒514-1138

　　　　　　　　津市戸木町3569－1　県立久居高等学校内

　　　　　　　　片山　太一郎　宛

　　　　　　　　e-mail　katayama.ta@mxs.mie-c.ed.jp

　　　　　　　　TEL　059-271-8109　　FAX　059-256-8407

カローリング
１　日時　　　　２０２０年９月２１日（月祝）　９：３０～１５：３０

２　会場　　  　明和町体育館

３　対象　　　　小学３年生以上（身体の障害のある方も参加できます）

４　大会形式　　フリー参加　3回戦を実施し合計点数の高いチームを優勝とする。

５　参加費　　　1チーム（3人）2,100円（1人700円）

６　申込方法　　三重県カローリング協会に郵送・ＦＡＸ・メールで

　　　　　　　　締切日　９月５日（土）

７　問合せ先　　三重県カローリング協会事務局

　　　　　　　　〒513-0826　鈴鹿市住吉1-19-13

　　　　　　　　FAX　059－378－3926

　　　　　　　　メール　jdbamie@wmail.plala.or.jp
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ファミリーバドミントン
１　日時　　　　２０２０年９月２０日（日）8：30受付　9：00開会式

　　　　　　　　警報等の発令がない限り雨天でも実施

２　会場　　  　四日市市楠緑地体育館

　　　　　　　　（四日市市楠町北五味塚１２１１－１　TEL059-397-7117）

３　対象　　　　ファミリーバドミントンを日頃から練習されている小学生以上の方

　　　　　　　　（小学生が参加する場合は保護者同伴とする。）

４　参加数　　　一般の部（中学生以上）　　　　２０チーム（受付順で締め切る）

　　　　　　　　ファミリーの部（小学生を含む）１０チーム（受付順で締め切る）

５　大会形式　　１チーム５名～9名。3セットマッチ（1セット10分とする）

　　　　　　　　（大会当日１チーム3名となったときは、オープン参加となります。）

　　　　　　　　リーグ戦または、リーグ戦後トーナメント戦。

６　参加費　　　1チーム（傷害保険代含む）

　　　　　　　　一般の部　3,000円、ファミリーの部　2,000円

７　申込方法　　ファックス（059-345-6621）で申込むこと。

　　　　　　　　8月1日（土）午前9時00分からFAX受付開始。参加数に達した時点で締め

　　　　　　　　切ります。午前9時00分前のFAXは無効とします。

８　問合せ先　　三重県ファミリーバドミントン協会　事務局　渡邉　勝幸

　　　　　　　　TEL　090-7035-0133　　FAX　059-345-6621

　　　　　　　　メール　famibado-mie@m6.cty-net.ne.jp

カヌー
１　日　　時　　２０２０年８月３０日（土）午前９：００～

　　　　　　　　※小雨決行　雨天や河川の増水の場合は、順延とする

２　会　　場　　櫛田川　津田神社　下の瀬

３　対　　象　　小学生以上の子どもとその保護者

４　大会形式　　カヌー体験会及びミニレース

５　参加費　　  １名　１０００円

６　申込方法　　メールまたはＦＡＸで下記申込先に申込む

７　問合せ先　　三重県カヌー協会　TEL059-326-9215（FAX）

　　　　　　　　メールmie.canoe.slww@gmail.com
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ディスクゴルフ
１　日時　　　　２０２０年９月２７日（日）１３：００～１６：３０　雨天中止

　　　　　　　　※雨天中止時　２０２０年１１月８日（日）に延期　

２　会場　　　　菰野町ディスクゴルフコース（仮称）予定

３　対象　　　　ディスクゴルフ愛好者

４　大会形式　　常設９ホールのストロークプレー（時間内複数ラウンド可）

　　　　　　　　①一般男子　②一般女子　③６０歳以上男子　④６０歳以上女子

　　　　　　　　⑤小学生以下男子　⑥小学生以下女子　の６クラス別で順位を競う

５　参加費　　　無料

６　申込方法　　当日会場で受付

７　問合せ先　　三重県フライングディスク協会事務局

　　　　　　　　ＴＥＬ／ＦＡＸ　０５９－３９３－３１３０

　　　　　　　　メール　jpdgamie@cty-net.ne.jp

キャンプ
１　日時　　　　２０２０年１１月１５日（日）受付９：００　９：３０～１４：００

２　会場　　　　県営鈴鹿青少年の森公園

　　　　　　　　（三重県鈴鹿市住吉町大字中大谷）　電話番号059-378-2946

３　対象　　　  ファミリー、グループ、個人での参加

４　大会形式　　フリー参加

５　参加費　　　大人８００円 小学生以下２００円

６　持ち物　　　軍手、食器、飲み物、タオル各自必要と思う物

７　申込方法　　鈴鹿青少年の森公園　電話番号059-378-2946

　　　　　　　　10月24日9時より受付開始、電話でお申込みください。(先着15組)

８　問合せ先　　 三重県キャンプ協会 事務局　

　　　　　　　　携帯番号090-5609-2533 高藤
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パワーリフティング
１　日時　　　　２０２０年１０月２５日（日）１０：３０～１５：００　　

　　　　　　　　　雨天の場合　　　順延なし

２　会場　　  　サンデルタ香良洲 ホール

３　対象　　　　三重県内に在住または在学中の14才以上の男女

４　大会形式　　男女別,体重別でスクワット,ベンチプレス,デッドリフトの合計重量で

　　　　　　　　順位を競う。

５　参加費　　　公認クラブ登録選手3,000円　個人登録選手7,000円

６　申込方法　　大会申込書に必要事項を記入し参加費を添えて事務局へ提出

７　問合せ先　　三重県パワーリフティング協会事務局　059-234-5605

SSピンポン
１　日時　　　　２０２０年10月１8日（日）9：40～16：00

２　会場　　　　三重県身体障害者総合福祉センター

３　対象　　　　三重県民　小学生以上

４　体形形式　　SSピンポン交流大会

５　参加費　　　1,000円（一人）

６　申込方法　　電話　080-1580-3758

　　　　　　　　メール　ssp@ssquin.com

７　問合せ先　　上記同じ
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役　　名 氏　　名 役　　　　　　職

委員長 辻 日 出 夫 三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局長

副委員長 倉 田 浩 伸 津市スポーツ文化振興部長

副委員長 高 浜 克 好 三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局スポーツ推進課長

委　員 嶋 田 和 彦 三重県教育委員会事務局保健体育課長

委　員 樋 口 知 行 四日市市スポーツ・国体推進部スポーツ課長

委　員 松 林 正 人 松阪市教育委員会スポーツ課長

委　員 山 口 敦 司 名張市教育委員会市民スポーツ室長

委　員 三 鬼 基 史 尾鷲市教育委員会生涯学習課長

委　員 須 原 久 勝 (公財）三重県スポーツ協会事務局長

委　員 杉 山 保 夫 (一社）三重県サッカー協会副会長

委　員 天 野 晴 夫 三重県ソフトテニス連盟理事長

委　員 伊 藤 準 康 (一社)三重県レクリエーション協会理事

委　員 川 合 滋 三重県ターゲット・バードゴルフ協会会長

委　員 阪 口 登 三重県サイクリング協会理事長

委　員 馬 場 宏 三重県スポーツ推進委員協議会会長

監事 舟 橋 裕 子 津市スポーツ文化振興部スポーツ振興課副主幹

監事 野 村 太 郎
三重県地域連携部国体・全国障害者スポーツ大会局スポーツ推進課
課長補佐　兼スポーツ推進班　班長

 令和２年度  みえスポーツフェスティバル実行委員名簿
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みえスポーツフェスティバル実行委員会事務局
一般社団法人 三重県レクリエーション協会
〒514-0002　津市島崎町3-1三重県島崎会館内
TEL 059-246-9800　FAX 059-246-9801

http://www.mie-rec.org/
各種目の詳細・参加申込書は一般社団法人三重県レクリエーション協会ホームページをご覧ください。
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