平成30年度

スポーツカレンダー

明和町体育協会・加盟団体の事業

スポーツ少年団/その他

1日 明和町ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 明和町春季大会 （斎宮小学校）

1日 消防団杯（ソフトボール） （明和中第１グラウンド)

1日 ソフトバレーボール協会 春季レディース大会 （総合体育館）

15日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

2日～ 軟式野球協会 春季リーグ戦 (総合グラウンド)

29日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪ新人カップ（ミニバス） (総合体育館）

7日 ゲートボール協会 斎王杯 （ふれあい広場）

明和町ゲートボール協会

12日 グラウンドゴルフ協会 ４月度G・Gコンペ （明和中第2グラウンド)

毎月第１火曜日 9:00～11:30（ふれあい広場）

15日 明和町空手道クラブ 剛柔流空手道交流試合 (総合体育館 剣道場)
22日 ソフトボール協会 春季大会「議長杯」 （明和中グラウンド）

3日 テニス協会 明和町テニス大会 ミックスダブルス （町テニスコート）
13日 明和町フロアボール連盟 明和町ネオホッケー大会 (総合体育館）
13日～ リーグ戦 ソフトボール協会 夏季大会「町長杯」 （明和中グラウンド）
19日 グラウンドゴルフ協会 ５月度G・Gコンペ（春季町長杯） （ふるさと芝生広場）

5・6日 鈴木旗大会（ソフトボール） （明星小)
6日 全国ママさんバレーボール大会南勢地区予選会 （総合体育館）
20日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)
22日 老人クラブ連合会 カローリング大会 （総合体育館）

19日 スポーツ吹矢協会明和いつき支部 スポーツ吹矢体験会 （総合体育館）
20日 明和町ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 春季交流大会 （総合体育館）

3日 ソフトバレーボール協会 春季大会 （総合体育館）

17日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

10日 明和町剣道クラブ 交流試合 飯多少年剣道大会 (未定）

22日 老人クラブ連合会 ミニ運動会 （総合体育館）

16日 グラウンドゴルフ協会 ６月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）
24日 明和町フロアボール連盟 明和町ネオホッケー大会 (総合体育館）
26日 カローリングクラブ 第１回クラブカローリング大会

(担い手センター)

１日 明和町空手道クラブ 剛柔流空手道交流試合 (総合体育館 剣道場)

8日 ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 決勝大会多気郡予選会 （総合体育館）

16日 テニス協会 明和町テニス大会 ダブルス （町テニスコート）

10日 第３２回グラウンドゴルフ大会 （明和中第2グラウンド)

21日 グラウンドゴルフ協会 ７月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）

28日 大淀みこし引き（スポ少参加）

21日 スポーツ吹矢協会明和いつき支部 明和支部一周年大会 （総合体育館）
29日 明和町空手道クラブ 剛柔流空手道南勢地区少年少女大会 (総合体育館)

20日～ 軟式野球協会 夏季リーグ戦 (総合グラウンド)

5日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪカップ（ミニバス） (総合体育館）

25日 明和町フロアボール連盟 明和町ネオホッケー大会 (総合体育館）
28日 カローリングクラブ 第２回クラブカローリング大会

(担い手センター)

9日 明和町剣道クラブ 錬成大会 稽古会 (多気町）
15日 グラウンドゴルフ協会 ９月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）
30日 ソフトバレーボール協会 秋季大会 （総合体育館）

18.19
第１５回明和サマージュニアテニストーナメント大会
25日

23日 新体力テスト (総合体育館)

（町テニスコート）
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6日 スポーツ吹矢協会明和いつき支部 スポーツ吹矢体験会 （総合体育館）
7日 ソフトボール協会 秋季大会「教育長杯」 （明和中グラウンド）
8日 テニス協会 明和町テニス大会 ダブルス （町テニスコート）

１４日(日)第1７回明和スポーツまつり（明和中第２グラウンド）
20日 グラウンドゴルフ協会 １０月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）

14日 敬老福祉大会 （総合体育館）

21日 明和町空手道クラブ 剛柔流空手道交流試合 (玉城町)

21日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

28日 明和町ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 秋季交流大会 （総合体育館）
30日 カローリングクラブ 第３回クラブカローリング大会

(担い手センター)

3日 テニス協会 明和町テニス大会 シングルス （町テニスコート）
10日 明和卓球クラブ 明和町卓球大会 （総合体育館）

3日 町長杯ソフトボール大会 (総合グラウンド)
3・4日 第４４回町民文化祭 (総合体育館）

10日 ゲートボール協会 いつきの宮杯 （ふれあい広場）

11日 三重県カローリング南勢大会 (総合体育館）

１１日(日)第９回明和キッズ健康マラソン大会(宮川用水斎宮調整池管理道路）
17日 グラウンドゴルフ協会 １１月度G・Gコンペ（秋季町長杯） （ふるさと芝生広場）
18日 ソフトバレーボール協会 秋季レディース大会 （総合体育館）
25日 明和町フロアボール連盟 明和町ネオホッケー大会 (総合体育館）
1日 スポーツ吹矢協会明和いつき支部 懇親吹矢大会 （総合体育館）

16日 明和町スポ少交歓会

2日 明和町ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 明和町秋季大会 （総合体育館）

９日(日)第６１回明和町駅伝大会（町内一周）
13日 グラウンドゴルフ協会 １２月度G・Gコンペ （明和中第2グラウンド)
18日 カローリングクラブ 第４回クラブカローリング大会

H31

(担い手センター)

6日 明和町剣道クラブ 稽古始め 飯多稽古始め (多気町）

27日 大淀空手クラブ 松武館空手道交流大会 (総合体育館）

19日 ゲートボール協会 明和近隣大会 （ふれあい広場）
19日 グラウンドゴルフ協会 １月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）

16日 グラウンドゴルフ協会 ２月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）

9･10
明和ＦＣ フットサルフェスタ （総合体育館）
11日

17日 ソフトテニスクラブ インドア大会 （総合体育館）

26日 老人クラブ連合会 クロリティー大会 （総合体育館）

24日 ソフトバレーボール協会 ２月大会 （総合体育館）

3日 明和町剣道クラブ 錬成大会 稽古会 (未定）
16日 グラウンドゴルフ協会 ３月度G・Gコンペ （ふるさと芝生広場）

3日 火災予防啓発ソフトバレーボール大会 （総合体育館）
12日 第３４回グラウンドゴルフ大会 （明和中第2グラウンド)
17日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪ卒団カップ（ミニバス） (総合体育館）

日程・会場等は予定です。

明和町体育協会

TEL 52-7130 ・ FAX 52-7135

