
（一社）津幡町体育協会

男子 女子 男子 女子

1 陸上競技

水泳（競泳）

水泳（水球） 不参加

3 軟式野球

日程　８月11日(土) 10:30
会場　輪島市輪島野球場
(℡ 0768-22-5071)
津幡町×七尾市

日程　８月12日(日) ９:00
会場　石川県立能都健民
　　　　　　　　テニスコート
(℡ 0768-62-3884)

津幡町×白山市 津幡町×かほく市 津幡町×小松市

津幡町×(内灘町・能美市) 津幡町×(かほく市・小松市) 津幡町×穴水町 津幡町×白山市

日程　８月11日(土) 11:00
会場　輪島市立輪島中学校体育館
(℡ 0768-22-1244)

日程　８月11日(土) 11:00
会場　輪島市立東陽中学校体育館
(℡ 0768-32-0834)

津幡町×（小松市・金沢市） 津幡町×内灘町 津幡町×野々市市 津幡町×能美市 津幡町×宝達志水町 津幡町×野々市市

7 バスケットボール

日程　８月11日(土) ９:00
会場　石川県立輪島高等学校体育館

(℡ 0768-22-2105)
津幡町×珠洲市

日程　８月11日(土) 13:30
会場　輪島市総合体育館
(℡ 0768-22-5071)
津幡町×宝達志水町

日程　８月11日(土)13:30
会場　穴水町立穴水中学校体育館
(℡ 0768-52-0225)
津幡町×金沢市

日程　８月11日(土) 10:30
会場　一本松総合運動公園体育館
　　　　　　　　サン・アリーナ
(℡ 0768-23-0101)
津幡町×白山市

津幡町×小松市 津幡町×能美市 津幡町×志賀町 津幡町×羽咋市

体操(競技) 不参加 不参加

津幡町×金沢市 津幡町×内灘町

津幡町×珠洲市 津幡町×野々市市 津幡町×かほく市 津幡町×内灘町

11 柔道

日程　８月12日(日) 9:30
会場　七尾市武道館柔道場
(℡ 0767-52-7687)
津幡町×加賀市 津幡町×かほく市

日程　８月12日(日) 9:30
会場　七尾市武道館柔道場
(℡ 0767-52-7687)
津幡町×かほく市 津幡町×白山市

12 相撲

日程　８月12日(日) 10:00
会場　珠洲市立緑丘中学校屋外相撲場

(℡ 0768-82-0250)
津幡町×珠洲市　津幡町×小松市
津幡町×七尾市

13 弓道

津幡町×野々市市 津幡町×金沢市 津幡町×かほく市

15 ソフトボール

日程　８月11日(土) 9:00
会場　輪島市ソフトボール場Ａ
(℡ 0768-26-1508)
津幡町×志賀町

日程　８月11日(土) 10:30
会場　輪島市門前簡易グラウンドＡ

(℡ 0768-42-1495)
津幡町×珠洲市

日程　８月11日(土) 12:00
会場　輪島市ソフトボール場Ｄ
(℡ 0768-26-1508)
津幡町×七尾市

日程　８月12日(日) 10:30
会場　輪島市立門前中学校グラウンド

(℡ 0768-42-0260)
津幡町×（小松市・輪島市）

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12日(日)　9:20
会場　日本航空高等学校石川
　　　　　　　　　グラウンド
(℡ 0768-26-2255)
津幡町×七尾市

不参加
（オープン）

日程　８月12日(日)　10:00
会場　日本航空高等学校石川
　　　　　　　　　グラウンド
(℡ 0768-26-2255)
津幡町×能美市

18 自転車
日程　８月12日(日) 9:00
会場　石川県立自転車競技場
(℡ 076-286-1533)

19 サッカー

日程　８月11日(土) 9:00
会場　穴水町陸上競技場
(℡ 0768-52-3171）)
津幡町×白山市

日程　８月11日(土) 10:30
会場　輪島市マリンタウン競技場
(℡ 0768-22-0350)
津幡町×七尾市

20 馬術（オープン） 不参加 不参加

21 ボート（オープン）
早期開催

22 山岳 不参加 不参加
日程　８月11日(土) 9:00
会場　金沢市医王山スポーツセンター

(℡ 076-229-1591)
不参加

23 セーリング 不参加 不参加

日程　８月12日(日) 9:00　　会場　七尾市城山陸上競技場　(℡ 0767-52-6419)

2
日程　８月12日(日) 9:00　　会場　七尾市城山水泳プール　(℡ 0767-52-7757)

5 テニス

4 ソフトテニス

日程　８月11日(土) ９:00
会場　石川県立能都健民テニスコート　(℡ 0768-62-3884)

第７０回石川県民体育大会夏季大会　津幡町選手団参加競技種目

№ 競技種目
一般の部 壮年の部

不参加

8 卓球
日程　８月12日(日) 8:30　　会場　穴水町立穴水中学校体育館　(℡ 0768-52-0225)

9
体操(トランポリン)

日程　８月12日(日) 9:00
会場　輪島市総合体育館　(℡ 0768-22-5071)

6

バレーボール
(一般の部）
ソフトバレーボール
(壮年の部）

日程　８月12日(日) 9:00
会場　輪島市門前健民体育館　(℡ 0768-42-1495)

10 剣道
日程　８月12日(日) ９:00　　会場　輪島市空港交流センター（日本航空学園体育館）　(℡ 0768-26-2255)

日程　８月12日(日) 9:00　　会場　石川県立武道館弓道場　(℡ 076-251-5721)

14 バドミントン
日程　８月11日(土) 9:00　　会場　輪島市門前健民体育館　(℡ 0768-42-1495)

日程　８月11日(土) 9:00
会場　輪島市立門前中学校体育館
(℡ 0768-42-0260)
津幡町×白山市

日程　７月1日(日)9:00
会場　石川県津幡漕艇競技場　(℡ 076-289-4390)

日程　８月11日(土) ９:00　　会場　七尾市和倉温泉運動公園テニスコート　(℡ 0767-62-0909)



男子 女子 男子 女子

24 ライフル射撃（オープン） 不参加 不参加

25 クレー射撃
日程　８月11日(土) 7:00
会場　加賀散弾銃射撃場
(℡ 0761-74-1476)

日程　８月12日(日) 7:00
会場　加賀散弾銃射撃場
(℡ 0761-74-1476)

26 レスリング
早期開催

不参加
不参加

（オープン）

27
ウエイトリフティング

早期開催

日時　７月８日(日) 10:00
会場　珠洲市健民体育館
(℡ 0768-82-5100)

団体組手
津幡町×金沢市

不参加
（オープン）

個人形(オープン)
津幡町×内灘町

29 銃剣道 不参加

日程　８月12日(日) 8:00
会場 クアトロブーム鹿島
(℡ 0767-76-2525)

日程　８月11日(土) 8:00
会場 クアトロブーム鹿島
(℡ 0767-76-2525)

日程　８月11日(土) 15:00
会場 クアトロブーム鹿島
(℡ 0767-76-2525)

日程　８月11日(土) 12:40
会場 クアトロブーム鹿島
(℡ 0767-76-2525)

16レーン 17レーン 個人戦　４レーン 個人戦　7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 不参加 不参加

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12日(日) 9:00
会場　宝達志水総合体育館
(℡ 0767-28-4749)
試合競技 津幡町×宝達志水町
演技競技 津幡町×(宝達志水町･白山市)

不参加

スタート順　8 スタート順　3 スタート順　2

37 ゲートボール
早期開催

不参加 不参加 不参加

日程　７月22日(日) 8:45
会場　能登空港多目的広場
(℡ 0768-26-2100)
津幡町×能登町　津幡町×輪島市

38 ゴルフ
早期開催

39
パワーリフティング
(オープン)

不参加 不参加

40 グラウンドゴルフ
早期開催

リーグ戦 リーグ戦

42 武術太極拳 不参加
日程　８月11日(土) 9:30
会場　志賀町総合武道館
(℡ 0767-32-3366)

不参加
日程　８月11日(土) 9:30
会場　志賀町総合武道館
(℡ 0767-32-3366)

43 マレットゴルフ
早期開催

44 パークゴルフ

津幡町×能美市 津幡町×（白山市・小松市）

日程　８月12日(日) 8:45
会場　能登町内浦体育館
(℡ 0768-72-0200)

津幡町×白山市　津幡町×内灘町 津幡町×野々市市　津幡町×能美市 津幡町×内灘町

47 フィールド射撃
早期開催

日程　８月５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

津幡町×羽咋市 津幡町×かほく市 津幡町×加賀市 津幡町×志賀町
 津幡町×能登町 津幡町×野々市市
 津幡町×内灘町

 津幡町×加賀市 津幡町×白山市
 津幡町×能美市

デモ パドルテニス

36 オリエンテーリング
日程　８月12日(日) 9:00　　会場　穴水町のとふれあい文化センター　(℡ 0768-52-3401)

不参加

壮年

28 空手道
日程　８月12日(日)競技開始 9:30　　会場　輪島市立鳳至小学校体育館　(℡ 0768-22-0620)

不参加

30 ボウリング

日程　８月12日(日) 9:00
会場　石川県湖南運動公園アーチェリー場
(℡ 076-258-5725)

№ 競技種目
一般

41 綱引

日程　８月12日(日) 9:30
会場　志賀町総合体育館　(℡ 0767-32-3777)

日程　８月７日(火)
会場　ザ・カントリークラブ能登　(℡ 0768-52-3131)

日程　８月７日(火)
会場　和倉ゴルフ倶楽部　(℡ 0767-52-1667)

日程　７月14日(土) 8:50　　会場　輪島市門前グラウンド・ゴルフ場　(℡ 0768-42-1495)

日程　８月12日(日)　　会場　輪島市鳳至体育センター　(℡ 0768-22-7620)

ゴシック体の競技種目は（一社）津幡町体育協会に加盟団体

46 インディアカ

日程　８月12日(日) 8:45
会場　能登町内浦体育館　(℡ 0768-72-0200)

不参加

49 ペタンク
日程　８月11日(土) 9:40　　会場　輪島市立河井小学校グラウンド　(℡ 0768-22-0836)

日程　７月１日(日) 9:00
会場　七尾フラワーパークのと蘭の国マレット及びパークゴルフ場
(℡ 0767-54-0300)

日程　８月11日(土) 9:20　　会場　古墳公園とりやパークゴルフ場　(℡ 0767-72-2291)

45 バウンドテニス

日程　８月12日(日) 9:00
会場　能登町能都体育館　(℡ 0768-62-3567)


