
月 日 事　業　名 会　　場 備　考

5日（金） 総会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） ふらっと・つぅ

6日（土） 年度総会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

6日（土）～7日（日）
天皇杯第47回日本車いすバスケットボール選手権大会西日本
第2次予選（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）

山口県　維進百年記念公園スポーツセン
ター

総会、練習会（みえ障がい者陸上競技協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

第22回パールカップ三重大会（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

第1回強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 東員町スポーツ公園陸上競技場

第4回ボウリンピア広島（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 広島市　広電ボウル

20日（土） 第2回強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 芸濃総合文化センター内アリーナ

21日（日） 4月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 桑名グランドボウル

第3回強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 三重県立ゆめドームうえの

春季合宿練習（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

4月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

第8回日盲連東海地区盲社会人STT大会（県視覚障害者協会
ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ部）

名古屋市障害者スポーツセンター

28日（日）～29日（月） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

3日(金・祝） 2019まいしま卓球大会（県障がい者卓球協会） 大阪市　舞洲障がい者スポーツセンター

5日（日）～6日(月・祝）
第50回中日本グランドソフトボール愛知大会　中日本リーグ戦
（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

愛知県一宮市　県営総合運動場

11日(土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

11日（土）～12日（日） 江の島大会(ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 神奈川県　江の島ヨットハーバー

12日（日） 5月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀にんにんボウル

13日(月）
第3回ソーシャルフットボール全国大会東海地区予選（三重ｿｰ
ｼｬﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ）

岐阜県本巣市

18日(土) 第22回三重県障がい者スポーツ大会　フライングディスク 三重県身体障害者総合福祉センター

18日（土）～19日（日）
第19回全国障害者スポーツ大会グランドソフトボール競技予選
兼第49回東海地区グランドソフトボール大会（県視覚障害者協
会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

岐阜県　揖斐川健康広場ビッグランド

25日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

25日（土）～26日（日）
第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）

津市産業・スポーツセンター（サオリ－ナ）
メインアリーナ

5月度記録会・年度総会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀サンボウル

第19回全国障害者スポーツ大会茨城大会プレ大会(県障害者ﾌ
ﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）

茨城県　ケーズデンキスタジアム水戸

祖父江卓球大会（県障がい者卓球協会） 愛知勤労身体障害者体育館

28日（日）

2019年度障がい者スポーツ関係行事予定一覧
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月 日 事　業　名 会　　場 備　考

第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

津市産業・スポーツセンター（サオリ－ナ）
サブアリーナ

6月に変更
の可能性あ
り

三重県障害者スキー協会総会（県障害者ｽｷｰ協会） 名張市

第4回強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 伊勢市内 調整中

第5回強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 紀州地域 調整中

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

1日（土）
第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県知的障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

愛知県　口論義運動公園野球場

1日（土）～2日(日)
第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県精神障害者ｽﾎﾟｰﾂ（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ）連絡会）

新潟県　聖籠町町民会館

8日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

8日（土）～9日(日)
第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県知的障がい者ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

岐阜県　岐阜メモリアルセンター

6月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県知的障がい者ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

新潟県　みどりと森の運動公園多目的グラウンド

練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

15日（土）～16日（日）
第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟）

静岡県　小笠山総合運動公園

第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海地区代表決定戦
（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

東海地区

第19回全国障害者スポーツ大会北信越・東海ブロック予選会
（県聴覚障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ部）

岐阜県　山県市総合体育館

15日（土） 三重県ふれあいスポレク祭2019 四日市ドーム

22日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

23日（日） 6月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 鈴鹿グランドボウル

29日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ 体験乗船会

30日（日）
第8回スポーツウエルネス吹矢東海ブロック大会（県身障者ｽ
ﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

サオリ－ナ

公認2種指導者養成講習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 鈴鹿医療科学大学千代崎キャンパス

第38回東海障害者卓球大会（県障がい者卓球協会） 名古屋市障害者スポーツセンター

第8回 STT選手権大阪大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃ
ﾆｽ部）

三重ソーシャルフットボールコミュニティ総会（三重ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ）

四日市市勤労者・市民交流センター

三重県ソーシャルフットボール普及イベント（三重ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄ
ﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ）

四日市市近郊

6日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

6日（土）～7日（日）
第1回豊の国障がい者ボウリング大会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝ
ｸﾞ協会）

大分市　OBSボウル
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月 日 事　業　名 会　　場 備　考

7日(日) 選手強化交流試合（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部） 京都市内

14日（日） 7月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 鈴鹿グランドボウル

15日(月・祝） 大阪大会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 大阪府　北港マリーナ

20日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

21日(日) 選手強化交流試合（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部） 奈良県　身障センター

22日（月）～23日(火） 伊勢市子ども体験ツアー（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ 体験乗船会

24日（水） 菅島、香肌小学校（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ 体験乗船会

25日(木） 大湊小学校（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ 体験乗船会

27日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場
変更がある
かもしれな
い

28日（日） 7月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 久居ボウリングセンター

東海北陸定期大会（前期）（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟） 石川県（予定）

（一社）日本身体障害者スキー協会社員総会（県障害者ｽｷｰ協
会）

戸山サンライズ

北信越オープン障がい者交流卓球（県障がい者卓球協会） 長野県　飯山体育館

西日本身体障害者卓球大会（県障がい者卓球協会） 広島心身障害者福祉センター

東京障害者卓球選手権（県障がい者卓球協会） 東京障害者総合センター

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

全国事務局長会議（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） ルートイン五反田

三重県ハンザクラス交流大会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津ヨットハーバー
県外選手交
流

全日本障害者・高齢者フライングディスク競技大会（県障害者ﾌ
ﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）

駒沢オリンピック陸上競技場

8月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀にんにんボウル

伊勢湾オープン（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津ヨットハーバー

8日（木）～9日（金） 伊勢市子ども体験ツアー　体験乗船会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

10日（土） 海の遠足（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

11日（日） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会）

22日（木）～23日（金） 伊勢市子ども体験ツアー（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ 体験乗船会

24日（土）～25日（日） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ
25日
体験乗船会

選手強化交流試合（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部） 三重県身体障害者総合福祉センター

8月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 桑名グランドボウル

強化試合（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟） 長野県安曇野市

電動車椅子サッカー体験会（県電動車椅子ｻｯｶｰ協会） 三重県身体障害者総合福祉センター
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月 日 事　業　名 会　　場 備　考

（特）日本障害者スキー連盟代議員総会（県障害者ｽｷｰ協会） 日本財団

愛知ふれあい卓球大会（県障がい者卓球協会） 名古屋市　名東体育館

横浜パラ卓球大会（県障がい者卓球協会） 横浜障害者スポーツ文化センター

2019年度愛知県グランドソフトボール大会（県視覚障害者協会
ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

名古屋市内

練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

7日（土）～8日(日） 海のバリアフリー（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津市　河芸マリーナ 体験乗船会

8日（日） 9月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

14日（土） 第6回三重県障害者FD競技大会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 東員町スポーツ公園陸上競技場

14日（土）～15日(日） 広島大会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 広島市　観音マリーナ

21日（土）～22日（日） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ
22日
体験乗船会

21日（土）～23日（月・祝）
第20回日盲連全日本グランドソフトボール選手権大会［21日代
表者会議、22～23日大会］（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ
部）

鹿児島県桜島

22日（日） 9月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 桑名グランドボウル

第51回中日本三重秋季大会（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰ
ﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

2019年度第1回公認審判員認定講習会（県視覚障害者協会ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

東海北陸定期大会（後期）（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟） 愛知県岡崎市（予定）

（特）日本障害者スキー連盟代議員総会（県障害者ｽｷｰ協会） 日本財団

身障者卓球大会（県障がい者卓球協会） 愛知県勤労身体障害者体育館

第16回 全国視覚障がい者卓球大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝ
ﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ部）

東京都

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

第3回三重県身障者・高齢者スポーツウエルネス吹矢大会（県
身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

三重県身体障害者総合福祉センター

5日（土） 練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

6日（日） 10月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 鈴鹿グランドボウル

12日（土）
第12回全国障がい者スポーツウエルネス吹矢大会（県身障者
ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

茨城県龍ヶ崎市

12日(土)～14日(月・祝) 第19回全国障害者スポーツ大会「いきいき茨城ゆめ大会」 茨城県

19日（土）～20日（日） 岡山大会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 岡山市　牛窓マリーナ

26日（土）
第22回三重県障がい者スポーツ大会　バレーボール（精神障
害の部）

安濃中央総合公園内体育館

2019年度第2回公認審判員認定講習会（県視覚障害者協会ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

10月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） アサヒボウル

練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

（未定） みえスポーツフェスティバル（県知的障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ） 亀山市
18歳以上

男子

10

29日（日）

9

（未定）

8

1日（日）

（未定）

27日(日)



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

第22回三重県障がい者スポーツ大会　陸上競技 三重交通Gスポーツの杜　伊勢　陸上競技場

練習会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

2日（土）～3日（日）
日本電動車椅子サッカー選手権大会2019（県電動車椅子ｻｯ
ｶｰ協会）

静岡県　小笠山運動公園エコパアリーナ

3日（日） 11月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀にんにんボウル

9日（土） 艇庫片付け（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

16日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

17日（日） 11月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

第4回日本知的障がい者ソフトボール連盟西日本大会（県知的
障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

兵庫県　相生市スポーツセンター

納会（ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢市　強力マリンビレッジ

30日（土） 第22回三重県障がい者スポーツ大会　ボウリング 津グランドボウル

あいち障害者フライングディスク競技大会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨ
ｽｸ協会）

愛知県体育館 確認中

岐阜県障害者フライングディスク競技大会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞ
ﾃﾞｨｽｸ協会）

岐阜県内 確認中

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

三重・浜松STT交流・強化練習（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞ
ﾙﾃﾆｽ部）

浜松市

1日（日） 12月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

7日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

7日（土）～8日(日） 三重県ソフトボール教室（県知的障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ） 松阪市総合運動公園

15日（日） 第22回三重県障がい者スポーツ大会　ボッチャ 三重県身体障害者総合福祉センター

15日(日)
2019年度第3回公認審判員認定講習会（県視覚障害者協会ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

22日（日） 12月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 久居ボウリングセンター

東海地区知的障がい教育部門サッカー大会（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯ
ｶｰ連盟）

未定 県代表3校

第4回全国知的障害者親睦バレーボール大会わかやま大会
（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

和歌山県内の体育館

11日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

12日（日） 1月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 鈴鹿グランドボウル

19日（日）
第22回三重県障がい者スポーツ大会　卓球（サウンドテーブル
テニス）

三重県身体障害者総合福祉センター
予備日
1/26（日）

19日(日)
2019年度第4回公認審判員認定講習会（県視覚障害者協会ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

25日（土）～26日（日）
全日本ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ連盟都道府県代表者会議（25日）、審判
員代表者会議（26日）（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

名古屋市内

26日（日） 1月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀サンボウル

公認2種指導者養成講習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 未定 調整中

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

1

11

（未定）

2日（土）

23日（土）

（未定）

12

（未定）



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

1日（土） 第22回三重県障がい者スポーツ大会　卓球（一般卓球） 三重県身体障害者総合福祉センター
予備日
2/2（日）

2日（日） 2月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀にんにんボウル

15日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

2019年度第5回公認審判員認定講習会（県視覚障害者協会ｸﾞ
ﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

2月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 鈴鹿グランドボウル

JFFIDナショナルトレセン研修（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 未定
東海トレセ
ン選考選手

全国知的障害特別支援学校高等部サッカー選手権（県ﾊﾝﾃﾞｨ
ｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟）

静岡県　藤枝総合運動公園 県代表1校

三重県特別支援学校サッカーフェスティバル（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯ
ｶｰ連盟）

津市海浜公園陸上競技場

第28回全国障がい者ボウリング大会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ
協会）

未定

埼玉交流卓球大会（県障がい者卓球協会） 埼玉県障害者交流センター

合宿練習（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）
津市内、亀山市内、鈴鹿市内のいずれか
の体育館

1日（日） 3月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 久居ボウリングセンター

7日（土） 練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿　陸上競技場

14日（土）～15日(日） ジャパンオープンパラ選手権（県障がい者卓球協会） 津市産業・スポーツセンター（サオリ-ナ）

公認審判員認定試験（実技含む）、2019年度審判・記録・チー
ム　ルール研修会（実技含む）（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄ
ﾎﾞｰﾙ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

3月度記録会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀にんにんボウル

天皇杯第48回日本車いすバスケットボール選手権大会西日本
第1次予選（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）

愛知県名古屋市（予定）

JFFIDチャンピオンシップ（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 未定
東海リーグ
優勝時

第38回東海障害者卓球大会（サウンドテーブルテニスの部）
（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ部）

名古屋市障害者スポーツセンター

ゼロ STTトーナメント大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ
部）

名古屋市障害者スポーツセンター

月2～3回 選抜チーム選手練習会（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 三重県立聾学校グラウンドﾞ他

年間5回程度 選抜チーム強化テストマッチ（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 各会場

年間3回 FID東海リーグマッチ（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 各県会場（三重・静岡・愛知・岐阜）

年間2回 FID東海トレセン（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 各県会場（三重・静岡・愛知・岐阜）

年間数回 JFFID女子サッカー教室（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 各会場
JFFID選考
選手

年間数回 JFFID代表合宿（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 未定
JFFID選考
選手

7月～9月
3回

三重県知的障がい教育部門特別支援学校校長杯リーグ戦（県
ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟）

津市海浜公園陸上競技場

（未定） JFAフットボールデイ（県ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻｯｶｰ連盟） 鈴鹿スポーツガーデン

（未定） C登録審判員資格取得講習会（県電動車椅子ｻｯｶｰ協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

随時 強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 各地域にて開催予定 調整中

2

23日（日）

3

15日(日）

（未定）

（未定）



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

毎月第4土曜日
伊勢市社会福祉協議会身障者スポーツ教室（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞ
ﾃﾞｨｽｸ協会）

伊勢市健康福祉センター

1月～3月
（特）日本障害者スキー連盟各大会選手派遣（県障害者ｽｷｰ協
会）

北海道、長野県

4月または5月 滋賀県交流試合（県知的障がい者ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ） 滋賀県

年12回(各会場） 合同練習（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

津市美里社会福祉センター、三重県身体
障害者総合福祉センター、久居総合福祉
会館、美杉文化センター、鈴鹿福祉セン
ター、芸濃総合支所、四日市市障害者体育
センター

年24回 合同練習（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会） ほほえみセンター

年40回 支部練習（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈﾙ吹矢協会）
美杉・津・鈴鹿・四日市・竹原・芸濃・美里・
河芸・津中央（河芸）

6月～1月（2回）
選手発掘・見学・体験・競技講習（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢
協会）

三重県身体障害者総合福祉センター、美
杉文化センター

年4回
三重県スポーツウエルネス吹矢協会地域支部長会議（県身障
者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

河芸ほほえみセンター

（未定）
第3回スポーツウエルネス吹矢津市民体育大会（県身障者ｽ
ﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

未定

年3回
三重県スポーツウエルネス吹矢協会東海ブロック三重大会実
行委員会（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

未定

年3回
三重県スポーツウエルネス吹矢協会全国障がい者大会実行
委員会（県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会）

未定

（未定） 国際クラス別パラ選手権（県障がい者卓球協会） 大阪市　舞洲障がい者スポーツセンター

毎月2～3回 練習（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）
三重県身体障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ体育館
（他津市内、亀山市内、鈴鹿市内の体育
館）

2～3カ月に1回 練習試合（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）
三重県身体障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ体育館
（他津市内、亀山市内、鈴鹿市内の体育
館）

随時 体験教室（啓発活動）（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）
三重県身体障害者総合福祉ｾﾝﾀｰ体育館
（他津市内、亀山市内、鈴鹿市内の体育
館）

（未定）
第12回ガンバ大阪スカンビオカップ（三重ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆ
ﾃｨ）

大阪府

（未定） 第11回伏見龍馬カップ（三重ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｺﾐｭﾆﾃｨ） 京都府京都市伏見区

練習の開催
日と会場は
「カワセミ通
信」にて連
絡


