
（一社）津幡町体育協会

男子 女子 男子 女子

1 陸上競技

2 水泳（競泳）

3 軟式野球

日程　８月６日(土) 10：30
会場　能美市寺井野球場
(℡ 0761-51-3946)
津幡町×金沢市

4 ソフトテニス

日程　８月７日(日) ９:00
会場　石川県辰口丘陵公園
　　　　　　　テニスコート
(℡ 0761-51-4166)
津幡町×穴水町

不参加

日程　８月６日(土) ９:00
会場　石川県辰口丘陵公園
　　　　　　　テニスコート
(℡ 0761-51-4166)
津幡町×野々市市

日程　８月６日(土) ９:00
会場　石川県辰口丘陵公園
　　　　　　　テニスコート
(℡ 0761-51-4166)
津幡町×穴水町

津幡町×(野々市市・川北町) 津幡町×志賀町 津幡町×能美市 津幡町×輪島市

6 バレーボール

日程　８月６日(土) 11:00
会場　小松運動公園末広体育館
(℡ 0761-24-3074)
津幡町×野々市市

日程　８月６日(土) 11:00
会場　加賀体育館
(℡ 0761-73-2664)
津幡町×金沢市

日程　８月７日(日) 9:00
会場　小松運動公園末広体育館
(℡ 0761-24-3074)
津幡町×金沢市 津幡町×小松市

日程　８月７日(日) 9:00
会場　加賀市スポーツセンター
(℡ 0761-73-3939)
津幡町×穴水町 津幡町×加賀市

7 バスケットボール

日程　８月６日(土) 10：30
会場　能美市寺井体育館
(℡ 0761-58-5973)
津幡町×かほく市

日程　８月６日(土) 9：00
会場　能美市物見山総合体育館
(℡ 0761-51-6460)
津幡町×輪島市

日程　８月６日(土) 10：30
会場　能美市根上体育館
(℡  0761-55-2896)
津幡町×内灘町

日程　８月６日(土) 10：30
会場　能美市寺井第二体育館
(℡0761-58-5973)
津幡町×羽咋市

津幡町×志賀町 津幡町×金沢市 津幡町×羽咋市 津幡町×(穴水町・七尾市)

体操(競技) 不参加 不参加

津幡町×珠洲市 津幡町×小松市

津幡町×(輪島市・能美市) 津幡町×(宝達志水町・白山市) 津幡町×穴水町 津幡町×(能美市・内灘町)

11 柔道

日程　８月７日(日) 9:30
会場　小松市桜木体育館柔道場
(℡ 0761-22-1899)
津幡町×白山市 津幡町×七尾市

日程　８月７日(日) 9:30
会場　小松市桜木体育館柔道場
(℡ 0761-22-1899)
津幡町×内灘町 津幡町×野々市市

12 相撲

日程　８月７日(日) 10:00
会場　物見山総合体育館内相撲場

(℡ 0761-51-6460)
津幡町×志賀町 津幡町×かほく市
津幡町×珠洲市

13 弓道

津幡町×輪島市 津幡町×内灘町 津幡町×(能美市・中能登町) 津幡町×(野々市市・中能登町)

15 ソフトボール

日程　８月６日(土) 13:30
会場　スカイパークこまつ翼
(℡ 0761-23-2188)
津幡町×(中能登町・川北町)

日程　８月６日(土) 10:30
会場　能美市粟生運動公園
　　　　　　　ソフトボール場
(℡ 0761-58-5913)
津幡町×白山市

日程　８月６日(土) 13:30
会場　スカイパークこまつ翼
(℡ 0761-23-2188)
津幡町×内灘町

日程　８月６日(土) 9：00
会場　能美市
　　　　　根上ソフトボール場
(℡ 0761-55-2896)
津幡町×金沢市

16 ハンドボール 不参加 不参加

17 ラグビーフットボール

日程　８月７日(日)
会場　石川県サッカー・
　　　　　　　ラグビー競技場
(℡ 0761-21-5354)
10:40　津幡町×白山市

(オープン）
不参加

日程　８月７日(日)
会場　石川県サッカー・
　　　　　　　ラグビー競技場
(℡ 0761-21-5354)
10:20　津幡町×穴水町

18 自転車（オープン）

日程　８月７日(日) 9:00
会場　内灘町
　　　石川県立自転車競技場
(℡ 076-286-1533)

19 サッカー

日程　８月６日(土) 12：40
会場　スカイパークこまつ翼
　　　　サッカー・ラグビー場
(℡ 0761-23-2188)
津幡町×かほく市

日程　８月６日(土) 11：20
会場　こまつドーム
                    ドリームピッチ
(℡ 0761-４３-１６７７)
津幡町×金沢市

20 馬術（オープン） 不参加 不参加

21 ボート（オープン） 不参加 不参加

22 山岳（縦走）
日程　８月７日(日) 6:00
会場　金沢市 医王山ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
(℡ 076-229-1591)

不参加
日程　８月７日(日) 6:00
会場　金沢市 医王山ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
(℡ 076-229-1591)

不参加

23 セーリング 不参加

24 ライフル射撃（オープン） 不参加 不参加

№ 競技種目
一般 壮年

日程　８月７日(日) 9:00　会場 能美市物見山陸上競技場　(℡ 0761-51-3946)

日程　８月７日(日) 9:00　会場 小松運動公園末広屋外水泳プール　(℡ 0761-24-9809)

5 テニス
日程　８月６日(土) ９:00　会場 S.フォーティーンコート（末広テニスコート）　(℡ 07624-3074)

8 卓球
日程　８月７日(日) 8:30　会場 白山市若宮公園体育館　(℡ 076-276-2415)

第6８回石川県民体育大会津幡町選手団参加競技種目　　【改訂版】

剣道
日程　８月７日(日) ９:00　会場 川北町総合体育館　(℡ 076-277-1111)

14 バドミントン

日程　８月６日(土) 9:00　会場 能美市岩内体育館
(℡ 0761-51-4524)

日程　８月６日(土) 9:00　会場 能美市立辰口中学校講堂
(℡ 0761-51-3532)

9
体操(トランポリン)

日程　８月７日(日) 9:00　会場 能美市物見山総合体育館
(℡ 0761-51-6460)

日程　８月７日(日) 9:00　会場 石川県立武道館弓道場　(℡ 076-251-5721)

10



男子 女子 男子 女子

25 クレー射撃
日程　８月６日(土) 7:00
会場　加賀散弾銃射撃場
(℡ 0761-74-1476)

日程　８月７日(日) 8:00
会場　加賀散弾銃射撃場
(℡ 0761-74-1476)

26 レスリング
早期開催

日程　７月10日(日)
会場　志賀町 総合武道館
(℡ 0767-32-3777)

27 ウエイトリフティング

早期開催

日時　７月10日(日)
会場　サンアリーナ川北
(℡ 076-277-1111)

団体:津幡町×かほく市
個人組手

オープン:個人形 個人組手・オープン:個人形

29 銃剣道 不参加

１９レーン 9レーン ５レーン １５レーン

31 アーチェリー

32 ホッケー（オープン） 不参加 不参加

33 少林寺拳法

34 フェンシング（オープン） 不参加 不参加

35 なぎなた

日程　８月７日(日) 9:00
会場　川北町武道館
(℡ 076-277-1111)
試合競技 津幡町×(金沢市・加賀市)
演技競技 津幡町×加賀市

不参加

スタート順８ スタート順６ スタート順６

37 ゲートボール

日程　８月７日(日) 9:00
会場　能美市根上翠ヶ丘運動
         公園運動広場特設コート
(℡ 0761-24-0092)
津幡町×(小松市・金沢市)

不参加 不参加

日程　８月７日(日) 9:00
会場　能美市根上翠ヶ丘運動
         公園運動広場特設コート
(℡ 0761-24-0092)
津幡町×(小松市・かほく市)

38 ゴルフ
早期開催

39
パワーリフティング
(オープン)

日程　８月7日(日) 10:00
会場　いしかわ総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ
　　　マルチパーパス
(℡ 076-268-2222)

不参加

40 グラウンドゴルフ 日程   8月6日(土) 8:50 競技開始　会場 石川県サッカー・ラグビー競技場　(℡ 0761-21-5354)

リーグ戦 リーグ戦

42 武術太極拳 不参加

日程　８月７日(日) 9:30
会場　能美市辰口福祉会館
                        交流ホール
(℡ 0761-51-4511)

不参加

日程　８月７日(日) 9:30
会場　能美市辰口福祉会館
                        交流ホール
(℡ 0761-51-4511)

43 マレットゴルフ

日程　８月７日(日) 9:30
会場　白山市手取公園
　　　　　　マレットゴルフ場
(℡ 076-278-6250)

日程　８月７日(日) 9:30
会場　白山市手取公園
　　　　　　マレットゴルフ場
(℡ 076-278-6250)

44 パークゴルフ

津幡町×金沢市 津幡町×能美市

日程　８月７日(日) 8:45
会場　能美市岩内体育館
(℡ 0761-51-4524)

津幡町×内灘町　津幡町×小松市 津幡町×小松市　津幡町×能美市 津幡町×小松市

47 フィールド射撃
早期開催

日程　７月31日(日) 8:00
会場　加賀散弾銃射撃場
(℡ 0761-74-1476)

48 ネオホッケー（オープン） 不参加 不参加 不参加 不参加

日程　８月６日(土) 9:30
会場　能美市立寺井小学校運動場

(℡ 0761-57-0070)

津幡町×七尾市 津幡町×白山市 津幡町×七尾市 津幡町×白山市 津幡町×能登町 津幡町×七尾市

デモ パドルテニス

49 ペタンク

46 インディアカ

41 綱引

45

28 空手道

36 オリエンテーリング

№ 競技種目

日程　８月７日(日) 8:45　会場　能美市岩内体育館
(℡ 0761-51-4524) 不参加

日程　８月７日(日) 10:20　会場 川北町立川北小学校体育館
(℡ 076-277-0054)

日程　８月７日(日) 9:00　会場 能美市立辰口中学校講堂
(℡ 0761-51-3532)

ゴシック体の競技種目は（一社）津幡町体育協会に加盟 ３４競技

日程　８月７日(日) 9:00　会場 石川県辰口丘陵公園（わんぱくホール）　(℡ 0761-51-4166)
不参加

日程　８月７日(日) 9:30
会場 石川県湖南運動公園アーチェリー場
(℡ 076-258-5761)

30 ボウリング

日程　８月６日(土) 9:30 　会場　能美市立寺井小学校運動場
(℡ 0761-57-0070) 不参加

不参加

日程　８月７日(日) 8:00　会場 百万石リゾートレーン
(℡ 0761-44-5111)

日程　８月６日(土) 14:00 会場　百万石リゾートレーン
(℡ 0761-44-5111)

日程　８月７日(日) 10:00
会場 能美市物見山総合体育館武道場剣道場
(℡ 0761-51-6460)

バウンドテニス

日程　８月５日(金)　会場 白山カントリー倶楽部　(℡ 0761-51-4181)

日程　８月７日(日) 9:30　会場 能美市秋常勤労者体育センター　(℡ 0761-57-2791)

日程　８月６日(土) 9:２0　競技開始　会場 能美市根上パークゴルフ場　(℡ 0761-55-8900)

一般 壮年


