
概 要  ： 全国や世界を舞台とした大規模な大会において、活躍が期待できる中学生・高校生を
     「チームみえスーパージュニア」として指定し、県民の皆様から協力いただいている「
     三重から発進！未来のトップアスリート応援募金」を活用することで、全国大会や世界
     大会での活躍を目的とした強化活動費の一部を補助し、選手の競技力向上への意識醸成
     を図るとともに、三重県のトップジュニア選手の育成・強化を進める取組です。

対 象  ： 国民体育大会やオリンピック正式競技の、県内在籍中学生・高校生選手

選 手 基 準  ： （a） 平成26年度の全国大会で優勝、または国際大会で３位以上の実績がある。
     （b） 平成27年度に日本代表や日本選抜チームに選ばれるなど、個人として今後の活
             躍が期待できる。
             ※a、bのどちらも基準を満たす選手とする。

指 定 期 間  ： 平成27年8月11日～平成28年3月31日

支 援 内 容  ： 全国大会や世界大会での活躍を目的とした強化活動のうち、旅費、宿泊費、施設使用
     料、強化練習の一貫として参加する大会参加料、医科学スタッフ、技術指導スタッフ等
     に関する経費の一部とする。

指 定 選 手  ： 

みえ広域スポーツセンターだより
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〖平成27年度「チームみえスーパージュニア」指定選手について〗

〖みえスポーツフェスティバル〗

９月・10月の土曜日・日曜日を中心に実施

「みえスポーツフェスティバル」は、県民に幅広いスポーツ・レクリエーション
活動を実践する場をつくり、生涯にわたり、健康でいきいきとしたスポーツライフ
の実現ができるようスポーツ・レクリエーション活動を普及・振興することを目的
としています。

テニス 島袋 将 四日市工業高等学校３年
レスリング 成國 大志 いなべ総合学園高等学校３年

奥野 春菜 久居高等学校２年
基山 仁太郎 いなべ総合学園高等学校１年

ウエイトリフティング 川村 正輝 四日市工業高等学校３年
石井 未来 亀山高等学校３年
栁川 友章 亀山高等学校２年

ソフトテニス 田邉 雅人 三重高等学校２年
内田 理久 三重高等学校２年

山岳 田嶋 あいか 津高等学校２年
田嶋 瑞貴 津市立橋南中学校３年

種目名 開催日 開催会場
日本拳法 5/3(日) 県営サンアリーナ
セーリング 6/14(日) 伊勢湾海洋スポーツセンター沖
水泳 8/23(日) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場
ボート 8/23(日) 奥伊勢湖漕艇場（大台B&G海洋センター）
陸上競技 9/6(日) 三重交通Gスポーツの杜伊勢
バレーボール 9/6(日) 伊勢市小俣総合体育館、鳥羽市民体育館
ソフトバレーボール 9/20(日) 楠緑地体育館
レスリング 9/12(土) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿体育館
弓道 9/13(日) 鈴鹿市武道館弓道場
パラグライダー 9/13(日) 鈴鹿市白子港緑地
クロリティー 9/13(日) 津市立南立誠小学校体育館
ゲートボール 9/16(水) 津市河芸第2グラウンド
日本民踊 9/19(土) 津市体育館
サッカー 9/19(土)20(日) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場

テニス 9/19(土)20(日) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
アマチュアボクシング 9/19(土)20(日) 県立久居農林高等学校ボクシング場
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問 合 せ 先  ： みえスポーツフェスティバル実行委員会事務局（（一社）三重県レクリエーション協会）
     〒514－0002 津市島崎町3－1 三重県島崎会館内
     TEL：059-246-9800 FAX：059-246-9801

詳しいことは、一般社団法人三重県レクリエーション協会のホームページをご覧ください。
（http://www.ztv.ne.jp/web/mie-rec/）

種目名 開催日 開催会場
クレー射撃 9/20(日) 三重県上野射撃場
剣道 9/21(月) 鈴鹿市体育館
ラグビーフットボール 9/22(火) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿３G、４G
武術太極拳 9/22(火) 桑名市体育館
車椅子バスケットボール 9/23(水) 三重県身体障害者総合福祉センター
フェンシング 9/23(水) 県立津東高等学校武道場
パークゴルフ 9/23(水) 志摩市パークゴルフ場
新体操 9/23(水) 津市久居体育館
トランポリン 10/13(火) 津市久居体育館

小学)9/23(水) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿体育館
中学)8/26(水)27(木) 四日市ドーム

一般)6/6(土) 霞ヶ浦体育館
フォークダンス・レクダンス 9/26(土) 鈴鹿市体育館
ソフトテニス 9/26(土)27(日) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿テニスコート
馬術 9/26(土)27(日) 三重県馬術競技場
チーム対抗バドミントン 9/27(日) 県営サンアリーナ
山岳 9/27(日) 松阪市森林公園、堀坂山・観音岳周辺
空手道 9/27(日) 四日市市中央緑地第1体育館
グラウンド・ゴルフ 9/27(日) 鳥羽市中央公園多目的グラウンド
タスポニー 9/27(日) 四日市市楠緑地体育館
カローリング 9/27(日) 伊勢市小俣総合体育館
シニアテニス 9/29(火) 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿庭球場
ソフトボール 10/3(土) 関総合グラウンド多目的広場
軟式野球 10/3(土)4(日) 尾鷲市営野球場、紀北町赤羽公園野球場
ターゲット・バードゴルフ 10/3(土)4(日) メイハンスタジアム、名張市ターゲット・バードゴルフ場

ボウリング 10/4(日) サーキットボウル
卓球 10/4(日) 津市体育館
ウオーキング 10/4(日) JA松阪本店
シャフルボード 10/4(日) 津市白山体育館
ファミリーバドミントン 10/4(日) 四日市市楠緑地体育館
レディースバドミントン 10/6(火) 津市体育館、鈴鹿市立体育館
ネオホッケー 10/11(日) 伊勢市立小俣小学校
ライフル射撃 10/11(日)12(月) 県営ライフル射撃場
なぎなた 10/12(月) 津市久居体育館
ウエイトリフティング 10/17(土)18(日) 県立石薬師高等学校ウエイトリフティング場
柔道 10/18(日) 三重武道館
ユニバーサリティスポーツ 10/18(日) 鈴鹿市愛宕小学校体育館
パドルテニス 10/18(日) 亀山市東野公園体育館
ネイチャーゲーム 10/18(日) 松阪市鈴の森公園
オリエンテーリング 10/18(日) 四日市市立泊山小学校体育館

10/18(日)25(日) 伊勢市小俣総合体育館、亀山市西野公園体育館、

11/1(日)3(火) HOS名張アリーナ、さんぎんアリーナ、津市久居体育館

少林寺拳法 10/25(日) さんぎんアリーナ
サイクリング 10/25(日) 海津温泉
ファミリーレクリエーション 10/25(日) 亀山市立東小学校体育館
ユニカール 10/25(日)11/29(日) 熊野市立井戸小学校、いなべ市立大安体育館
相撲 11/1(日) 神宮相撲場
健康体操 11/1(日) 津市体育館
ペタンク 11/1(日) 名張中央公園市民陸上競技場
ウォークラリー 11/1(日) 朝日公園スタートゴール
ドッジボール 11/8(日) 亀山市西野公園体育館
キンボールスポーツ 11/8(日) 津市芸濃総合文化センター内アリーナ
アーチェリー 11/22(日) 津市立白塚小学校体育館
エアロビック 11/22(日) 県立鈴鹿青少年センター
スキー・スノーボード 2/14(日) ほうの木平スキー場

３B体操

ハンドボール
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