スポーツカレンダー (2019年度）
＜明和町体育協会／加盟団体＞

＜明和町体育協会／加盟団体＞

１日～ 軟式野球協会 春季リーグ戦 (総合グラウンド)

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）

６日 ゲートボール協会 斎王杯 （ふれあい広場）

６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）

７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 （総合体育館）
１１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)

１０日 スポーツウエルネス吹矢協会 スポーツ吹矢体験会 （総合体育館）
１８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）

１４日 ソフトバレーボール協会 春季レディース/プラチナ大会 （総合体育館）
１４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)

＜スポーツ少年団／その他＞

＜スポーツ少年団／その他＞

７日 消防団杯（ソフトボール） （明和中第２グラウンド)

５日 鈴木旗大会（ソフトボール） （明星小)

７日 真ちゃん杯（ソフトボール） （明和中第２グラウンド)

１９日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

２８日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪ新人カップ（ミニバス） (総合体育館）

２０日 老人クラブ連合会 カローリング大会 （総合体育館）

２９日 三重県道場少年剣道大会 （総合体育館）

＜明和町体育協会／加盟団体＞

＜明和町体育協会／加盟団体＞

２日 ソフトバレーボール協会 春季大会 （総合体育館）

１３日 スポーツウエルネス吹矢協会 明和いつき支部２周年大会（総合体育館）

９日 明和町剣道クラブ 交流試合 飯多少年剣道大会 (未定）

１５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）

１５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）

２０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）

１６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 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 (玉城町)

２５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)

３０日 バドミントンクラブ 第１回ミニ団体ミックス戦 （総合体育館）
３０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)

＜スポーツ少年団／その他＞

＜スポーツ少年団／その他＞

１６日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

２０日 大淀みこし引き（スポ少参加）

２１日 老人クラブ連合会 ミニ運動会 （総合体育館）

２８日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪサマーカップ（ミニバス） (総合体育館）

＜明和町体育協会／加盟団体＞
１９日～

＜明和町体育協会／加盟団体＞

軟式野球協会 夏季リーグ戦 (総合グラウンド)

２７日 カローリングクラブ 第２回クラブカローリング大会

８日 ソフトバレーボール協会 秋季大会 （総合体育館）
(担い手センター)

８日 レクリェーション協会 レクダンス講習会 （中央公民館）
８日 明和町剣道クラブ 錬成大会 稽古会 (多気町）
２１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）

＜スポーツ少年団／その他＞
17.18.
24日

第１６回明和サマーテニストーナメント大会 （町テニスコート）

＜スポーツ少年団／その他＞
１５日 三重県スポーツフェスティバル カローリング競技 （総合体育館）
１６日 コカコーラボトラーズジャパンカップ ママさんバレーボール大会（総合体育館）
２２日 新体力テスト (総合体育館)

日程・会場等は予定です。

詳細については主催者にお尋ね下さい

明和町体育協会

TEL 52-7130 ・ FAX 52-7135

スポーツカレンダー (2019年度）
＜明和町体育協会／加盟団体＞

＜明和町体育協会／加盟団体＞
１０日 明和キッズ健康マラソン

１３日 明和スポーツまつり
６日 レクリェーション協会 レクダンス講習会 （中央公民館）

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）

１４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）

９日 明和卓球クラブ 明和町卓球大会 （総合体育館）

１４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）

９日 ゲートボール協会 いつきの宮杯 （ふれあい広場）

１９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）

１０日 ソフトバレーボール協会 秋季レディース/プラチナ大会

２０日 明和町空手道クラブ 剛柔流空手道交流試合 (玉城町)

１６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）

２６日 スポーツウエルネス吹矢協会 記録会 （総合体育館）

１７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）

２９日 カローリングクラブ 第３回クラブカローリング大会

２４日 明和町ママさんﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ連盟 秋季大会 （総合体育館）

(担い手センター)

＜スポーツ少年団／その他＞

（総合体育館）

＜スポーツ少年団／その他＞

２０日 敬老福祉大会 （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)

２０日 真ちゃん杯（ソフトボール） （斎宮小)

２．３日 第４５回町民文化祭 (総合体育館）

２７日 三重県スポーツフェスティバル剣道競技

＜明和町体育協会／加盟団体＞

＜明和町体育協会／加盟団体＞

８日 明和町駅伝大会

１２日 明和町剣道クラブ 稽古始め 飯多稽古始め (多気町）

７日 スポーツウエルネス吹矢協会 親睦吹矢大会 （総合体育館）
１２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)
１７日 カローリングクラブ 第４回クラブカローリング大会

１８日 ゲートボール協会 明和近隣大会 （ふれあい広場）
１８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）

(担い手センター)

＜スポーツ少年団／その他＞
１５日 明和町スポｰツ少年団交歓会 (総合体育館）

＜明和町体育協会／加盟団体＞
２日 バドミントンクラブ 第１８回ミックスＤ個人戦 （総合体育館）
１５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）

＜スポーツ少年団／その他＞
２６日 大淀空手クラブ 松武館空手道交流大会 (総合体育館）

＜明和町体育協会／加盟団体＞
１日 明和町剣道クラブ 錬成大会 稽古会 (未定）
２１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）

１６日 ソフトバレーボール協会 ２月大会 （総合体育館）
２３日 ソフトテニスクラブ インドア大会 （総合体育館）

＜スポーツ少年団／その他＞
8.9.11日

明和ＦＣ フットサルフェスタ （総合体育館）

１７日 老人クラブ連合会 クロリティー大会 （総合体育館）

日程・会場等は予定です。

詳細については主催者にお尋ね下さい

＜スポーツ少年団／その他＞
１日 火災予防啓発ソフトバレーボール大会 （総合体育館）
１５日 ＡＩＲ ＪＡＭ ＡＪ卒団カップ（ミニバス） (総合体育館）

明和町体育協会

TEL 52-7130 ・ FAX 52-7135

