
年度

2020/令和2年 2020/9/15

開催の有無

〇・×

中止 4/18 土
令和2年度

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

中止
全スポ大会に係る

東海北信越ブロック予選大会
東海北信越
ブロック大会開催県

中止 5/4・5 祝月日 東海北信越ブロック予選：バスケットボール 新潟県

4/13中止 5/16・17 土・日 東海北信越ブロック予選：グラウンドソフトボール 富山県

中止 5/16・17 土・日 東海北信越ブロック予選：サッカー 静岡県

中止 5/24 日 東海北信越ブロック予選：バレーボール）身体 静岡県

4/13中止 5/31 日 東海北信越ブロック予選：ﾌｯﾄﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙ 三重県

中止 6/6・7 土・日 東海北信越ブロック予選：車椅子バスケ 三重県

中止 6/6 土 東海北信越ブロック予選：ソフトボール 愛知県

4/9中止 6/13・14 土・日 東海北信越ブロック予選：ソフトボール 岐阜県

4/19中止 6/14 日 東海北信越ブロック予選：ソフトボール 福井県

4/3　中止 5/24 日 かほく市スポーツイベント かほく市

5/30 土 第20回石川県障害者スポーツ大会 石川県・県障スポ協会

5/31 日 第20回石川県障害者スポーツ大会 石川県・県障スポ協会

4/20　中止 6/4 木 津幡町身障協会ボッチャ交流会 津幡町社協

4/1　中止 6/6・7 土・日 加賀百万石ツーデーウォーク 石川県ウォーキング協会

延期 6/16 火 障害者の１日スポーツ体験教室(能登地区) 県スポ協会

延期 6/18 木 障害者の１日スポーツ体験教室(加賀地区) 県スポ協会

延期 6/21 日 ボッチャ審判研修会 石川県ボッチャ協会

中止 6/27 土 スポレク祭・バリアフリーディスクゴルフ大会 石川県FD協会

4/21　中止 7/4・5 土・日 第3回北信越ボッチャ大会 石川県ボッチャ協会

延期 7/19 日 ボッチャ審判研修会 石川県ボッチャ協会

中止 7月下旬 土or日 アカシア・ジョギング大会 県スポ協会

8/9 日 一社）日本障害者カヌー全国200m競漕 一社）日本障害者カヌー協会

中止 8/23 日 2020年記念アジアオープンﾌﾗｨﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ大会 日本フライングディスク連盟

3/24延期 7/24 金 第32回オリンピック競技大会　開会式

延期 8/9 日 第32回オリンピック競技大会　閉会式

延期 8/25 火 東京2020パラリンピック競技大会　開会式

延期 9/6 日 東京2020パラリンピック競技大会　閉会式

9/10～14 木～月 パラカヌー日本選手権大会 一社）日本障害者カヌー協会

中止 9/19 土 第11回石川県障害者フライングディスク競技大会 石障FD協会

9/12・13
10/11　12/

土・日 (公財)日障スポ協公認
初級障害者スポーツ指導員養成講習会

石川県・県指導協

中止 9月中 平日 第15回グラウンドゴルフ大会 県スポ協会

9月中 土or日 障害者のための釣り体験講座 県スポ協会

中止 9/27 日 県障害者ふれあいフェスティバル 石川県（実行委員会）

中止 10/24 ～26 土～月
第20回全国障害者スポーツ大会
「燃ゆる感動かごしま大会」

公財日本障がい者スポーツ協会
文部科学省
鹿児島県、開催地市及び関係団体

鹿児島県
白波スタジアム
（県立鴨池陸上競技場）
鹿児島市鴨池新町10-1

10/11 日
(公財)日障スポ協公認
初級障害者スポーツ指導員養成講習会

石川県・県指導協

10/18 日 第２回チャレンジゴールボール北陸大会 一社）日本ゴールボール協会

中止 10/   土or日 第9回カローリング大会 県指導協・県障スポ協会

中止 10/23 木 第19回福祉グラウンドゴルフ中央大会 県労協 ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

中止 10/25 日 第6回金沢マラソン大会 金沢市

　 11/8 日 ボッチャ審判研修会 石川県ボッチャ協会

代替開催 11/22 土・日
（第16回石川県ボッチャ大会改め）令和２年度ボッ
チャ競技会

石川県ボッチャ協会

11/21・22 土・日 (公財)日障スポ協公認
初級障がい者スポーツ指導員養成講習会

県スポ協会

　 11/29 日 かほく市障スポ体験会 かほく市

11/29 日 初級養成講習会最終日・修了式 石川県・県指導協

12/12 土 金沢市パラスポーツ体験・BC大会 金沢市・金沢市スポ事業団

12/13 日 (公財)日障スポ協公認初級障スポ指導員養成講習会：
最終日

県スポ協会

2021/令和3年 2/16 火 石川県障害者スポーツ協会主催令和2年度第17回ボウリン
グ大会（能登地区大会）

石川県障害者スポーツ協会 クァトロブーム鹿島

2021/令和3年 2/18 木 石川県障害者スポーツ協会主催令和2年度第17回ボウリン
グ大会（加賀地区大会）

石川県障害者スポーツ協会 御経塚グランドボウル

金沢市総合体育館　第２競技場

後援

小松市サン・アビリティーズ

金沢市民総合スポ体育館

小松市サン・アビリティーズ

小松市木場潟公園

小松市木場潟公園

金沢芸術村内GGコース

金沢市内

金沢駅西むつみ体育館

いしかわ総合スポーツセンター

かほく市河北台健民体育館

羽咋市

かほく市

輪島市マリンタウン

宇出津新湊釣り公園予定

県産業展示館４号館

かほく市

内灘町

公益財団法人
東京オリンピック･
パラリンピック
競技大会組織委員会

オリンピックスタジアム
東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号

かほく市河北台健民体育館

小松サン・アビリティーズ

金沢駅西むつみ体育館

加賀市スポーツセンター自由広場

いしかわ総合スポーツセンター・サブアリーナ

金沢駅西むつみ体育館

4/10　中止
いしかわ総合スポーツセンター

西部緑地公園内

町内施設利用

金沢市内

鳴和台体育館・会議室

5～6月中 東海・北信越ブロック大会開催県の各競技場

新潟市秋葉区総合体育館

石川県内及び主な障害者スポーツ事業　予定・状況
文責：石川県障害者スポーツ協会

福井県営体育館

河北台健民及び市内体育館

清水ナショナルトレーニングセンター

月日 曜日 大会・イベント名称 主催者 会場

安濃中央総合公園内体育館

長沢多目的広場

安濃中央総合公園内体育館

大高緑地

岐阜メモリアルセンター


