
みえスポーツフェスティバル２０２０　開催種目予定一覧
№ 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 中止 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 中止
3 三重県ボート協会 ボート 中止
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（土） 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 バ小）12月27日（日）ソ）中止 伊賀 県立ゆめドームうえの
10 三重県体操協会 新体操・トランポリン 中止
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 中止
12 三重県レスリング協会 レスリング 中止
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 中止
14 三重県ハンドボール協会 ハンドボール 小）10月18日（日）中）中止一）10月31日（土） 鈴鹿・四日市 小）四日市体育館　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 中止
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 中止
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 12月6日（日） 津 三重武道館柔道場（予定）
21 三重県柔道協会 柔道 中止
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 中止
24 三重県弓道連盟 弓道 中止
25 三重県ライフル射撃協会 ライフル射撃 10月11日（日） 津 県営ライフル射撃場
26 三重県剣道連盟 剣道 中止
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 中止
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 中止
32 三重県ゲートボール連合会 ゲートボール 中止
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 中止
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21日（土） 松阪 松阪市嬉野グラウンド
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 中止
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 中止
43 三重県パドルテニス協会 パドルテニス 中止 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 中止
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18日（日） 名張 マツヤマＳＳＫアリーナ
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 中止
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 中止
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 中止
54 三重県キンボールスポーツ連盟 キンボールスポーツ 中止 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 11月11日（水） いなべ 藤原パークゴルフ場
58 三重県シャフルボード普及協会 シャフルボード 中止 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 中止
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 中止
62 三重県カヌー協会 カヌー 8月29日（土） 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 中止
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 中止
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


