
月 日 事　業　名 会　　場 備　考

2日（金） 総会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） いなば園

3日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢
伊勢は体験
含む

イオンdeパラスポinイオンモール東員（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ
協会、みえﾎﾞｯﾁｬ協会、県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ指導者協議会）

イオンモール東員

みえりく総会・ミニ練習会（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

10日（土）、11日（日）
三重とこわか大会競技役員等養成事業（県内指導員勉強会）
（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）

亀山西野公園体育館

4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

中日本パールカップＭＩＥ（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グラウ
ンド

17日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸（クルーザー）、津
津・河芸は体
験含む

24日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、河芸

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

合同練習会①（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい ＡＭ総会

三重県障がい者卓球協会総会（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

4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

1日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津

2日（日）、3日（月）
中日本グランドソフトボール大会　春季大会（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グラウ
ンド

新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

3日（月）、4日（火） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

強化特別練習会①（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター
三重とこわか
大会出場選
手優先

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

5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

15日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、河芸（クルーザー）

15日（土）、16日（日）
第２１回全国障害者スポーツ大会　東海地区予選会 兼 東海大
会（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

愛知県名古屋市

22日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、河芸

5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

三重とこわか大会リハーサル大会　水泳 三重交通G　スポーツの杜　鈴鹿水泳場
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　アーチェリー 松阪市総合運動公園芝生広場
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

29日（土） 合同練習会②（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

4日（日）

8日（土）

9日（日）

令和3年度障がい者スポーツ関係行事予定一覧

25日（日）

11日（日）

23日（日）

4

5



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

三重とこわか大会リハーサル大会　ソフトボール
赤羽公園野球場、赤羽公園多目的グラウン
ド

新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　グランドソフトボール 明和中学第2グラウンド
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　フットベースボール 長沢野球場、長沢多目的広場
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

総会（県障害者ｽｷｰ協会） 名張市

第１回役員会（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

三重県選手検討委員会第1回委員会（県障がい者卓球協会） 三重県勤労福祉会館

5日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、津、河芸（クルーザー） 体験会含む

三重とこわか大会リハーサル大会　バスケットボール 津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　車いすバスケットボール 津市産業・スポーツセンター（サオリーナ）
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　サッカー
三重交通G スポーツの杜　鈴鹿　サッカー・
ラグビー場

新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

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

強化特別練習会②＆ルール講習会（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター
三重とこわか
大会出場選
手優先

三重とこわか大会リハーサル大会　フライングディスク 朝日ガスエナジー東員スタジアム
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　陸上競技
三重交通G スポーツの杜　伊勢　陸上競技
場

新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　バレーボール（知的障害） 四日市市総合体育館
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　バレーボール（精神障害） 津市安濃中央総合公園内体育館
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

三重とこわか大会リハーサル大会　バレーボール（聴覚障害） 四日市市総合体育館
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　ボウリング 津グランドボウル
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、津、河芸

19日（土）、20日（日） 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） 県内

三重とこわか大会リハーサル大会　卓球（サウンドテーブルテ
ニスを含む）

三重県営サンアリーナ（メインアリーナ）
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

三重とこわか大会リハーサル大会　ボッチャ 三重県営サンアリーナ（サブアリーナ）
新型コロナウイル
ス感染症感染拡
大に伴い中止

第１回みずほオープン団体交流卓球大会（県障がい者卓球協
会）

メディアス体育館ちた（知多市民体育館）

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

6

13日（日）

19日（土）

26日（土）

（未定）

5日（土）、6日（日）

6日（日）

12日（土）、13日（日）

20日（日）

30日（日）
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月 日 事　業　名 会　　場 備　考

26日（土）、27日（日） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 岡山　牛窓マリーナ
ブラインド練
習会

（未定） 選手育成強化試合（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グラウ
ンド

3日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、津、河芸（クルーザー）

3日（土）、4日（日） 1種指導者フォローアップ講習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 名古屋市内

4日（日） 合同練習会③＆ルール講習会（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

10日（土）、11日（日） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 岡山　牛窓マリーナ
ブラインド練
習会

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

7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

17日（土） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

17日（土）、18日（日） 岡山大会遠征（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 岡山　牛窓マリーナ 有志の参加

18日（日） 7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

19日（月） 大阪大会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 大阪　北港マリーナ 有志の参加

24日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

31日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

（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）

東京都障害者総合スポーツセンター

第２回役員会（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

ゼロSTTトーナメント(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

選手育成強化試合　愛知県チーム（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿ
ﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

（未定）

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

三重県ボッチャ交流大会（県障がい者スポーツ協会） 三重県営サンアリーナ　サブアリーナ

7日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸（クルーザー）

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

8月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 津グランドボウル

14日（日） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

15日（日） 体験乗船会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、河芸 体験含む

強化特別練習会③（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター
三重とこわか
大会出場選
手優先

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、河芸（クルーザー）

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、ブラインド練習会

21日（土）

11日（日）

1日（日）

7

8

（未定）

8日（日）
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月 日 事　業　名 会　　場 備　考

8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

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、ブラインド練習会

28日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢、津、河芸

29日（日） 体験乗船会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢 体験含む

（未定） 県代表選手・指導員強化合宿（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 県内

4日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、河芸（クルーザー）

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

伊勢湾オープンヨットレース（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津

11日（土） 体験乗船会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

合同練習会④（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

視覚障害者協会ＳＴＴ部Ｓダブルス大会（県視覚障害者協会ｻｳ
ﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽ部）

三重県身体障害者総合福祉センター

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸

18日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、河芸（クルーザー）

18日（土）～20日（月）
第22回全日本グランドソフトボール選手権大会（県視覚障害者
協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

栃木県宇都宮市

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

ソーシャルフットボール全国大会東海予選（三重ｿｰｼｬﾙﾌｯﾄﾎﾞｰ
ﾙｺﾐｭﾆﾃｨ）

静岡県西部（会場未定）

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

23日（木）～29日（水）
第76回国民体育大会「三重とこわか国体」（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ
三重）

津ヨットハーバー

合宿練習（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）
亀山市関B&G海洋センター体育館・宿泊施
設

選手育成強化試合　奈良県チーム（県視覚障害者協会ｸﾞﾗﾝﾄﾞｿ
ﾌﾄﾎﾞｰﾙ部）

奈良県田原本町

ふれ愛カップ　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）

大阪府立大阪北視覚支援学校

ゼロSTTトーナメント（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回役員会（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

1日（金） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津

2日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津、河芸（クルーザー）

2日（土）、3日（日）
第17回全国視覚障害者卓球大会（県視覚障害者協会ｻｳﾝﾄﾞﾃｰ
ﾌﾞﾙﾃﾆｽ部）

堺市　ファインプラザ大阪

3日（日） 強化特別練習会④（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター
三重とこわか
大会出場選
手優先

9日（土） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

22日（日）

5日（日）

8

9

12日（日）

10

19日（日）

（未定）



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

9日（土）、10日（日） バリヤフリーまつり（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸、体験乗船会

交流会（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 四日市市総合体育館

ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

16日（土）、17日（日）
第21回全国障害者スポーツ大会「三重ことわか大会」オープン
競技　ハンザクラスセーリング

津ヨットハーバー

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

10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

23日（土）～25日（月） 第21回全国障害者スポーツ大会「三重とこわか大会」 三重県

23日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 津

6日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 河芸（クルーザー）

13日（土） ハンザディンギー練習会（NPO法人ｾｲﾗﾋﾞﾘﾃｨ三重） 伊勢

11月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀サンボウル

第9回三重県視覚障害者協会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）

三重県身体障害者総合福祉センター

みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

三重県ふれあいスポレク祭2021 四日市ドーム

21日（日） 交流会①（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

28日（日） 11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

令和3年度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 AM体育館

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
AM大研修室、
PM体育館

京都・滋賀・三重合同練習会（県知的障がい者ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ協会） 京都市障害者教養文化・体育会館

ゼロSTTトーナメント（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4回役員会（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

11日（土）
第24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）

ハートフルみくも　スポーツ文化センター

12日（日） 12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

18日（土） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

26日（日） 12月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） アサヒボウル

9日（日） 1月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀サンボウル

22日（土） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

10日（日）

20日（土）

（下旬）

（未定）

10

17日（日）

1

12



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

交流会②＆審判研修会（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

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

日本障害者スキー連盟競技大会選手派遣（県障害者ｽｷｰ協
会）

長野県・北海道

第5回役員会（県障がい者卓球協会） 三重県身体障害者総合福祉センター

13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

19日（日） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

20日（日） 交流会③（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

27日（日） 2月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） アサヒボウル

（未定）
日本障害者スキー連盟競技大会選手派遣（県障害者ｽｷｰ協
会）

長野県・北海道

13日（日） 3月度練習会（県知的障がい者ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ協会） 伊賀サンボウル

21日（日） みえりく練習会（みえ障がい者陸上競技協会） AGF鈴鹿陸上競技場

27日（日） 3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

日本障害者スキー連盟競技大会選手派遣（県障害者ｽｷｰ協
会）

長野県・北海道

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

第6回役員会（県障がい者卓球協会） 名張市総合福祉センターふれあい

月2回程度（日） チーム練習（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

毎週日曜日 練習（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グラウ
ンドまたは、三重県立盲学校グラウンド

毎月2～3回（日） 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
亀山市関B&G海洋センター体育館他

2～3カ月に1回（日） 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
亀山市関B&G海洋センター体育館他

随時（日） 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

年12回 合同練習会(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・四日市障害体育館・ほほえ
みセンター

年48回 支部練習(県身障者ｽﾎﾟｰﾂｳｴﾙﾈｽ吹矢協会) 美杉・津・鈴鹿・竹原

毎月1回開催
（第2金曜日）

第21回全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会実行委員会
（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）

いなば園

毎月1回開催
（第4金曜日）

協会役員会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） ふらっと・つぅ

毎月1回開催
（土または日）

2種指導者フォローアップ講習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）
三重県身体障害者総合福祉センター
グラウンド　等

毎月1回開催
（土または日）

県代表選手強化練習会（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会）
三重県身体障害者総合福祉センター
グラウンド　等

毎月1回開催（土）
伊勢市社会福祉協議会デイサービス事業（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内

（未定）

30日（日）

（未定）

3

※練習の開
催日と会場場
所は、「カワ
セミ通信」に
て連絡しま
す。

1

2



月 日 事　業　名 会　　場 備　考

随時 各種イベント開催、協力（県障害者ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会） 随時

週2回 定期練習（県知的障がい者ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ） 三重県身体障害者総合福祉センター

審判員養成講習会協力 選手育成指定事業（県知的障がい者
ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾁｰﾑ）

志摩市長沢多目的広場

つばさ親睦ミックス大会（県障がい者卓球協会） 三重県立伊賀つばさ学園

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

愛知ふれあい卓球大会（県障がい者卓球協会） 名古屋ガイシスポーツセンター

身体障がい者卓球大会（県障がい者卓球協会） 愛知県勤労者身体障害者体育館

パールオープン卓球大会（県障がい者卓球協会） 西尾市中央体育館

美旗ミックスダブルス大会（県障がい者卓球協会） 名張市立美旗小学校

国際クラス別パラ卓球選手権大会（県障がい者卓球協会） （未定）

ジャパンオープンパラ卓球選手権大会（県障がい者卓球協会） （未定）

天皇杯　日本車いすバスケットボール選手権　１次（東海北陸）
予選（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）

（未定）

天皇杯　日本車いすバスケットボール選手権　２次（西日本）予
選（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟）

（未定）

東海北陸定期大会（前期大会）（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟） （未定）

東海北陸定期大会（後期大会）（県車椅子ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ連盟） （未定）

三重県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)

（未定）

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）

三重県身障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)

（未定）

（未定）


