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スポーツウエルネス吹矢
ハンザクラスセーリング

津市久居体育館
津ヨットハーバー

朝日ガスエナジー東員スタジアム

10月24日（日）
10月16日（土）～10月17日（日）

オープン競技 障がい者スポーツの一層の普及・振興を図る観点から実施される競技です。
しょう しゃ いっそう ふ きゅう しんこう はか かんてん じっ　し きょう ぎ

個人競技と団体競技をあわせて全国から約 3,600 人の
選手が参加します。

こ じんきょうぎ

せんしゅ さん か

ぜんこく やく にんだんたいきょうぎ

三重とこわか国体・三重とこわか大会 NEWS
み え み えこく たい たい かい ニュース

三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会では SNS でさまざまな情報発信を行っています。
じょうほうはっしんたいかいじっこう い いんかいみ え こくたい み え おこな

かど ど げつ

♪イージー
　小学校低学年やダンス未経験者でも気軽に取り組めるバージョン
♪スタンダード
　小学校高学年やダンス経験者も楽しめるバージョン

♪座位
　障がいのある方やご年配の方など幅広く取り組めるバージョン
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みんなで踊ろう！「とこわかダンス」
おど

イメージソング「未来に響け」
み らい ひび

この曲は、両大会に参加する選手だけでなく、そ
れを支える皆さんが明るく元気になれる曲にな
っています。野田愛実さんが歌っているノーマ
ルバージョン、ダンスバージョンのほか、吹奏楽
や合唱、BGM、手話バージョンがあります。
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イメージソング「未来に響け」と「とこわかダンス」は、
YouTube の公式チャンネル
「三重とこわか国体・三重とこわか大会2021」からチェック！
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ひび野田 愛実さん
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松阪市出身
シンガーソングライター

まつさかししゅっしん

イメージソング「未来に響け」とさまざまなバージョンの「とこわかダンス」
で両大会に向けてみんなで盛り上がっていきましょう！

み らい ひび

りょうたいかい む も あ

運動会で「とこわかダンス」を踊る
うんどうかい おど

イベントにとこまるを活用
かつよう

店舗に広告物を掲示
てん こうこくぶつぽ けい じ

クリーンアップ活動に参加
かつどう さん か

三重県総合文化センター 大ホール

@tokomaru2021

@mietokowaka2021

選手の紹介や PRイベントの
様子など、さまざまな情報を
とこまるが発信！

両大会 PR動画、イメージソング
「未来に響け」、「とこわかダンス」、
三重とこわか大会の競技紹介などを
公開中！

三重とこわか国体・
三重とこわか大会の PRイベント
などの情報などを随時配信！

フォローよろしくとこっ！
みんなにたくさん
見てほしいとこ！！
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　 三重とこわか大会 2021
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ダイムスタジアム伊勢
（伊勢市倉田山公園野球場）
ドリームオーシャンスタジアム
（三重県営松阪野球場）

熊野スカイパーク球場

名張中央公園特設近的弓道場

菰野町体育センター南側グラウンド
菰野町体育センター

競技 市町 会場 会期
伊賀流手裏剣打スポーツ 伊賀市 上野公園特設会場 6月20日（日）
ウォーキング 尾鷲市 三重県立熊野古道センター周辺 5月 9日（日）

ウォークラリー
津市 津市一身田町周辺 5月 9日（日）
度会町 宮リバー度会パーク周辺 5月23日（日）
御浜町 御浜町内特設会場 5月23日（日）

エアロビック 鈴鹿市 ＡＧＦ鈴鹿体育館 8月29日（日）

SSピンポン 四日市市 三重北勢健康増進センター
（ヘルスプラザ） 4月25日（日）

カッターレース 四日市市 四日市港四日市地区第2埠頭・第3埠頭間海域 未定

かるた競技 明和町
いつきのみや地域交流センター
さいくう平安の杜「西脇殿」
Dreamオーシャン総合体育館

9月19日（日）

カローリング 亀山市 西野公園体育館 5月23日（日）
大紀町 大宮中学校・大宮小学校 6月 6日（日）

キンボールスポーツ 伊賀市 三重県立ゆめドームうえの 8月 1日（日）
クッブ 尾鷲市 三重県立熊野古道センター 5月23日（日）
健康体操 松阪市 さんぎんアリーナ 6月20日（日）

３B体操 津市 津市産業・スポーツセンター
（サオリーナ） 7月25日（日）

シーカヤック 志摩市 次郎六郎海岸 7月18日（日）
スタンドアップパドルボード 志摩市 国府白浜・次郎六郎海岸 7月18日（日）
スポーツ鬼ごっこ 亀山市 西野公園体育館 9月 5日（日）
スポーツ健康吹き矢 玉城町 玉城町立田丸小学校体育館 8月29日（日）
スポーツチャンバラ 木曽岬町 木曽岬町体育館 6月13日（日）
スポーツウエルネス吹矢 津市 津市久居体育館 10月9日（土）～10月10日（日）
ソフトバレーボール 川越町 川越町総合体育館 7月 4日（日）

競技 市町 会場 会期
ターゲット・バードゴルフ 名張市 名張市ターゲット・バードゴルフ場 6月 6日（日）
タスポニー 四日市市 四日市市総合体育館 7月11日（日）
チベットヨガ 玉城町 玉城町中央公民館 8月29日（日）
ディスクゴルフ 菰野町 大羽根運動公園周辺特設会場 11月21日（日）
日本拳法 松阪市 松阪牛の里オーシャンファーム武道館 6月 6日（日）
パークゴルフ 東員町 東員町中部公園パークゴルフ場 6月12日（土）
パドルテニス 四日市市 四日市市霞ケ浦体育館 4月25日（日）
ビーチボールバレー 南伊勢町 南勢中学校体育館 6月20日（日）
ビリヤード 亀山市 西野公園体育館 6月 6日（日）
ファミリーバドミントン 四日市市 四日市市総合体育館 5月16日（日）
ペタンク 松阪市 嬉野グラウンド 6月27日（日）

ユニカール 尾鷲市 東紀州くろしお学園おわせ分校体育館 11月28日（日）
亀山市 西野公園体育館 8月29日（日）

ラジオ体操 紀宝町 紀宝町深田運動場 8月29日（日）

三重県総合文化センター 大ホール
み え けん そう ごう ぶん だいか

三重県総合文化センター 大ホール

はなの里スタジアム（名張市民ホッケー場）

津市久居体育館

津市芸濃総合文化センター内アリーナ

津市産業・スポーツセンター
（サオリーナ）

津市産業・スポーツセンター
（サオリーナ）

マツヤマ SSK アリーナ（名張市総合体育館）
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