
年度 県内事業関連 全スポ大会関連 文責：石川県障害者スポーツ協会

2022/令和4年 県外事業関連 ↓下記表の色分け 2022年９月現在　

開催の有無

〇・×

　 3/4～13 金～日 北京2022パラリンピック冬季競技大会（第１３回冬季パラリンピック） IPC・BOCOG

3/13 日 WPA 公認 2021 第 26 回日本 ID 陸上競技選手権大会 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟

　 3/25 金 石川県障害者スポーツ協会主催　令和3年度第2回理事会 石川県障害者スポーツ協会

令和4年度 4/2・3 土・日 ボッチャ：2022年Bチャレンジ事業（北信越ブロック）講習会 日本ボッチャ協会

4/24 土 石川県障がい者スポーツ指導者協議会　総会 石川県障がい者スポーツ指導者協議会 （新館２F第10研）

　 4/25 日 いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会・総合開会式 県民文化スポーツ部 パラスポーツ団体（BC）が協力参加

　 4/29 金 金沢ウォーク２０２２ 金沢ウォーク実行委員会 後援事業

5/1～15 日～日 第24回夏季デフリンピック競技大会
国際ろう者スポーツ委員会(ICSD)
※全日本ろうあ連盟スポーツ委員会

15日間

　 5/8・10 日・火

第2回北陸障害者オープンゴルフ選手権・第22回日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権
※　8日：練習ラウンドと前夜祭
※　9日：日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権
※10日：北陸障害者オープンゴルフ選手権）

日本障害者ｺﾞﾙﾌ協会 富山県射水市

5/14・15 土日 ジャパンパラ競技大会：陸上競技 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催 https://www.parasports.or.jp/japanpara/what.html

5/14 土 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：ソフトボール　　（知）

愛知県・日本パラスポーツ協会 6県）富山・福井・静岡・愛知・三重・岐阜・（新潟・名古屋市）

5/14 土 第23回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：バレーボール　　（身体：男子・女子）

新潟県・日本パラスポーツ協会 男子：2県）愛知・三重（長野・岐阜）
女子：4県）（静岡・愛知・三重・岐阜（長野）

5/14 土 第23回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：サッカー　　（知）

静岡県・日本パラスポーツ協会 8県）新潟・石川・福井・長野・静岡・愛知・三重・岐阜

5/15 日 第23回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：フットソフトボール　　（知）

静岡県・日本パラスポーツ協会 8県）富山・福井・長野・静岡・愛知・三重・岐阜・（新潟）

5/15 日 第23回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：バレーボール　　（知：男子・女子）

新潟県・日本パラスポーツ協会 男子：5県）新潟・福井・愛知・三重・岐阜（長野）
女子：4県）新潟・福井・三重・岐阜（長野）

5/15 日 第22回石川県障害者スポーツ大会：水泳競技 石川県・石障スポ協会 要、指導員派遣

5/22 日 第22回石川県障害者スポーツ大会：フライングディスク・アーチェリー競技 石川県・石障スポ協会 要、指導員派遣

5/28 土 第22回石川県障害者スポーツ大会：卓球・STT競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ：ボッチャ競技

石川県・石障スポ協会 要、指導員派遣

5/29 日
第22回石川県障害者スポーツ大会：陸上競技
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　：バレーボール競技
                                                 ：ゆうゆう運動会

石川県・石障スポ協会 要、指導員派遣

6/4・5 土・日 WPA公認第27回2022日本ＩＤ陸上競技選手権大会 特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 要、指導員派遣

6/10 金 指導員派遣事業：津幡町身障協会(ボッチャ・スクエアボッチャ） 津幡(合同：内灘)身障協会 要、指導員派遣

　 6/11・12 土・日 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：バレーボール競技

三重県・日本パラスポーツ協会 8県）富山・福井・長野・静岡・愛知・三重・岐阜・（新潟）

6/18・19 土・日 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」
北信越・東海ブロック予選：バスケットボール　　（知：男子・女子）

岐阜県・日本パラスポーツ協会 男子：6県）新潟・福井・長野・愛知・三重・岐阜（静岡）
女子：6県）新潟・福井・長野・愛知・三重・岐阜（静岡）

6/18・19 土・日 石障FD協会・養成講習会 石川県障害者FD協会・日本障害者FD連盟 金沢勤労者プラザ

6/20 月 指導員派遣事業：ボッチャ交流会 かほく市(かほく市社会福祉協議会) BC協会（要、指導員派遣）

6/26 日 県ボッチャ指導員講習会 石川県ボッチャ協会 小松サン・アビリティーズ

延期 火 障害者の１日スポーツ体験教室(能登地区)※コロナ禍による分散開催あり 石川県障害者スポーツ協会 要、指導員派遣

延期 木 障害者の１日スポーツ体験教室(加賀地区)※コロナ禍による分散開催あり 石川県障害者スポーツ協会 要、指導員派遣

7/9・10 土・日 全国障害者スポーツ大会障害区分判定研修会 日本パラスポーツ協会

7/10 木～日 (公財)日パラスポ協公認
上級障がい者スポーツ指導員養成講習会(前期）

日本パラスポーツ協会

中止 7/23・24 土・日 第5回北信越ボッチャ大会 石川県ボッチャ協会 要、指導員派遣 　　　後援事業

未定 　 　 アカシア・ジョギング大会 石川県障害者スポーツ協会・内灘町 要、指導員派遣

　 8/19・20 金・土 2022ジャパンパラ　ボッチャ競技大会 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催 　

　 8/21 日 2022年第８回スペシャルオリンピックス日本
夏季ナショナルゲーム・広島トーチランin石川

特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・石川

　 8/24 水 ジャパンパラリンピック.デー 日本パラスポーツ協会

中止 9/11 日 2022年スペシャルオリンピックス日本・石川　水泳競技大会 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・石川

9/11 日 2022年スペシャルオリンピックス日本・石川　フライングディスク競技会 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・石川

9/17 土 第13回石川県障害者フライングディスク競技会 石川県障害者フライングディスク協会 後援事業

9/17～19 土・日・祝
月

2022ジャパンパラ　水泳競技大会 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催 横浜国際プール

9/25 日 石川県障害者ふれあいフェスティバル ふれあいフェスティバル実行委員会

9/25 日 第２回いしかわ福祉水泳記録会 いしかわ福祉水泳協会・小松市水泳協会 小松屋内水泳プール 後援事業

10/1 土 石川県カローリング講習会 石川県障がい者スポーツ指導者協議会

10/1 土 第3回IFAパラフットボールフェスティバル 一般社団法人石川県サッカー協会

10/2 日 法人設立５０周年記念　石川県視覚障害者協会サウンドテーブルテニス大会 石川県視覚障害者協会 後援事業

10/2 日 石川県障害者スポーツフォーラム「ゆるスポーツ」を体験しょう！ 石川県・石川県障害者スポーツ協会

10/5・9 水～日

第2回北陸障害者オープンゴルフ選手権・第22回日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権
※  8日：練習ラウンドと前夜祭
※  9日：日本片マヒ障害オープンゴルフ選手権
※10日：北陸障害者オープンゴルフ選手権）

日本パラスポーツ協会 北海道

10/9 日 2022年スペシャルオリンピックス日本・石川　ボウリング競技会 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本・石川

10/9～21 日～土 2022アジアパラ競技大会（第１９回杭州アジア競技大会） アジアパラリンピック委員会（APC）

10/15 土 第11回石川県カローリング大会 石川県障がい者シポーツ指導者協議会

10/23 日 金沢市ボッチャ交流会 公益財団法人金沢市スポーツ事業団 後援事業

10/24・25 月・火 第27回日本障害者オープンゴルフ選手権大会 特定非営利活動法人日本障害者ｺﾞﾙﾌ協会

10/30 日 かほく市ボッチャ競技会 かほく市 共催事業

10/30 日 2022年金沢マラソン 金沢市マラソン実況委員会

10/29～31 土～月 第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会」 栃木県・日本パラスポーツ協会 県選手団（10/27～11/1）

10/31 月 第20回福祉グラウンド・ゴルフ中央大会 石川労福協ライフ・サポートッセンター 共催事業

11/4～6 金～日 スペシャルオリンピックスHIROSHIMA　2022ナショナルサマーゲーム 特定非営利活動法人スペシャルオリンピックス日本 広島県

11/6 日 第68回石川県身体障害者福祉大会 石川県身体障害者団体連合会・石川県 ※県身連事務局　　11/５前日準備

11/6 日 ボッチャ審判講習会 石川県ボッチャ協会

11/12 土 令和４年度JーSTARプロジェクト測定会スケジュール 日本パラスポーツ協会

11/19 土 第20回全国身体障害者グラウンド・ゴルフ岐阜大会 一般社団法人岐阜県障害者スポーツ協会

11/19・20 土・日 第14回全日本パラ卓球選手権大会　（肢体） 日本肢体不自由者卓球協会

　 11/26 土 石川県ボッチャ大会 石川県ボッチャ協会

11/26 土 パラスポーツを体験しよう 公益財団法人金沢市スポーツ事業団

12/2～4 金～日 2022ジャパンパラ　ゴールボール競技大会 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催

12/4 日 金沢百万石ハーフマラソン２０２２ 北陸中日新聞事業部

12/10・11 土・日 第１７回障がい者スポーツ指導者全国研修会 日本パラスポーツ協会

2/2～5 木～日 2022ジャパンパラ　車いすラクビー競技大会 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催

3/25・26 土・日 第43回ジャパンオープン・パラ卓球選手権大会 日本肢体不自由者卓球協会

未定 　 2023ジャパンパラ　アルペンスキー競技大会 日本パラスポーツ協会と競技団体が共催

予定 　 障がい者スポーツ協議会合同会議 日本パラスポーツ協会 　

令和4年度石川県内及び主な障害者スポーツ事業　予定・状況

月日 曜日 大会・イベント名称 主催者

愛・地球博記念公園　野球場
（愛知県長久手市）

備考

北京国家体育場ほか

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

金沢歌劇座

ありそドーム（富山県魚津市）

石川県地場産業振興センター

会場

いしかわ総合スポーツセンター

 いしかわ四高記念公園(旧中央公園）

ブラジル　カシアス・ド・スル

小杉カントリークラブ

たけしびスタジアム京都（京都市）

埼玉県障害者交流センター

いしかわ総合スポーツセンター・サブアリーナ

内灘町役場周辺

スポーツの杜伊勢体育館

聖籠町町民会館内総合体育館

小笠山総合運動公園エコパ：
　人工芝グラウンド　多目的運動広場

小笠山総合運動公園エコパ：
　芝生広場1・2・3　　グラウンド1・2・3

聖籠町町民会館内総合体育館

松任総合運動公園内：プール

（FD）石川県西部緑地公園陸上競技場サブグランド
（AC）石川県湖南運動公園アーチェリー競技場

いしかわ総合スポーツセンター：
　（卓球）メインアリーナ　・（STT）控室４・５
　（ボッチャ）サブアリーナ

西部緑地公園内陸上競技場（メイン・サブ）
いしかわ総合スポーツセンター　メインアリーナ
いしかわ総合スポーツセンター　サブアリーナ

石川県西部緑地公園陸上競技場

津幡町総合体育館

岐阜メモリアルセンターで愛ドーム

かほく市健民体育館

かほく市河北台健民体育館

小松サン・アビリティーズ

鹿児島県障害者自立交流センター

駒沢オリンピック公園屋内球技場（世田谷区）

さくら庵もとまち～本多の森公園

新君津ベルグリーンｶﾝﾄﾘー倶楽部（千葉県）

城北市民運動公園屋内交流広場

宝達志水総合体育館多目的グラウンド

石川県立図書館（オンライン開催）

小松市体育館（義経アリーナー）

いしかわ総合スポーツセンター

石川県立盲学校　体育館

石川県西部緑地公園陸上競技場

レジャーランボウル藤江店

杭州市（中国）杭州オリンピック・スポーツ・エキスポセンター

末広体育館（義経アリーナー）

金沢市総合体育館

七塚体育館センター

石川県西部緑地公園　陸上競技場　

カンセキスタジアムとちぎ（栃木県総合運動公園陸上競技場）

金沢市民芸術村　「大和町広場」

長野県障がい者福祉センター　サン・アップル

内灘町文化会館

いしかわ総合スポーツセンター（サブアリーナー）

岐阜県

　※今後の予定につきましては、変更・追加等がありますので、ご了承ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Through sports! Don't lose to Corona　夢を忘れず未来につなげよう！

石川県西部緑地公園　陸上競技場　

東京都

武蔵野の森総合体育館（東京都）

金沢市総合体育館

神奈川県立スポ－ツセンター（藤沢市）

福井県　（福井県民ホール・福井市地域交流プラザ）

千葉ポートアリーナ（千葉市）

グリーンアリーナー神戸（神戸市）

https://www.parasports.or.jp/japanpara/what.html

