
物品名 使用場所 内容

赤白旗 屋内・外兼用

握力計 屋内

アトラックゲーム（本体） 屋外

　　　　〃　　　　　（リング） 屋外

　　　　〃　　　　　（本体） 屋内

　　　　〃　　　　　（リング） 屋内

アンカーゼッケン 屋内・外兼用 青①橙②緑③赤④黄⑤茶⑥

イ いす 屋外

エ エクササイズマット（ストレッチマット） 屋内

カ カローリング 屋内用

キャタピラー 屋内

キャッチング・ザ・スティック 屋内

キンボール

　　（ボール・スコアボード・ゼッケン）

　　　〃　　　（空気入れ） 屋内

グラウンドゴルフ（クラブ） 屋外

　　　　　〃　　　 （ボール） 屋外

　　　　　〃　　　 （ホール） 屋外

　　　　　〃　　　 （クラブカバー） 屋内 カバーをとめるのにガムテープなどが必要

　　　　 〃　　　  （ボール） 屋内

　　　　〃　　   　（ホールポストシート） 屋内

血圧計 屋内

決勝テープ 屋内・外兼用

コーナーポスト（小） 屋内

コーン　（中） 屋内

コーン　（駐車場用） 屋外 トラバー

ざる（運動会用） 屋外

　　　　〃　　　 　《2連》 屋外

　　　　〃　　　 　《2連》 屋内

ジムニックボール 屋内

シャッフルボード 屋内

障害物用ネット 屋外

　　　　〃 屋内

上体そらし計 屋内

ストップウォッチ 屋内・外兼用

ストラックアウト 屋内 ※ボールなどが別に必要です。

　　　　　〃 屋外 ※ボールなどが別に必要です。

スナッグゴルフ 屋内・外兼用

ｽﾌﾟｰﾝﾚｰｽｾｯﾄ（運動会用）《しゃもじ》 屋外

　　　　　　〃 屋内

　　　　　　〃　　　　　《卓球ﾗｹｯﾄ》 屋外

　　　　　　〃　　　　　《軟式野球ﾎﾞｰﾙ》 屋外

スポンジテニスボール 屋内
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ゼッケン（橙） 屋内・外兼用 津山市と記入有

　　〃　　（水色） 屋内・外兼用 津山市と記入有

　　〃　　（緑） 屋内・外兼用

　　〃　　（黄） 屋内・外兼用

　　〃　　（橙）ビニール 屋内・外兼用

　　〃　　（赤）ビニール 屋内・外兼用

　　〃　　（ピンク）ビニール 屋内・外兼用

　　〃　　（グレー）ビニール 屋内・外兼用

　　〃　　（黒）ビニール 屋内・外兼用
　　※洗濯してから返して下さい。

ソフトバレーボール（子供用） 屋内 周囲63～65ｃｍ

　　　　　　〃　　　　　（一般用） 屋内 周囲77～79ｃｍ

ソフトボール 屋外

体操棒 屋内

ターゲットバードゴルフ（ホール） 屋内・外兼用

　　　　　　〃　　　　　　（ボール） 屋内・外兼用 　

　　　　　　〃　　　　　　 （ｽﾀｰﾄﾏｯﾄ） 屋内・外兼用

ダ・ビンゴ 屋内・外兼用 ※クラブはＧＧ用クラブが必要です。

　　〃　　（外用マット） 屋外

ダブルダッチ（シングルス）《青》 屋内 2本1セット

　　　〃　 　　（ダブルス）《緑》 屋内 2本1セット

玉入れ　（運動会用）《赤玉》 屋内

　　　　　　〃　　　　　　《白玉》 屋内

　　　　　　〃　　　　　　《籠》 屋内

チ チビアンプ（グレー） 屋内・外兼用

机 屋外

綱引き用綱（大） 屋外 150人用

　　　〃　　　（中） 屋外 50～70人用

　　　〃　　　（小） 屋外 20人用

　　　〃　　　（中） 屋内

　　　〃　　　（中） 屋内 台車付き（約30ｍ）

ディスクゴルフ（ホール） 屋外

　　　　〃　 屋内

　　　　〃　　　　（フリスビー） 屋外

ディスクビンゴ 屋内

ティーボールセット（バッド） 屋内・外兼用

　　　　　　〃　　　 （12インチボール） 屋内・外兼用

　　　　　　〃　　　 （11インチボール） 屋内・外兼用

　　　　　　〃　　　 （9インチボール） 屋内・外兼用

　　　　　〃　　　　 （バッティングティー） 屋内・外兼用

ディスコン 屋内

テニスボール 屋内・外兼用

テント 屋外 1張3,000円
　　※雨で濡れた場合は乾かしてから返却して下さい。

テント(おもり） 屋外

テント（横幕） 屋外
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ドッジビー 屋内

トランシーバー 屋内・外兼用

ドンゴロス　《運動会用》（袋） 屋外

なわとび（両手握り10ｍ） 屋内

　　〃　　（片手握り5ｍ） 屋内

　　〃　　（両手握り10ｍ） 屋内

　　〃　　（両手握り25ｍ） 屋内

　　〃　　（一人用） 屋内

　　〃　　（一人用） 屋外

　　〃　　（長） 屋外

ニ にぎにぎボール 屋内

ネットネットゲーム（ネット） 屋内

　　　　　〃　　　　　（ボール） 屋内

ノ ノルディックポール 屋内・外兼用

背筋力計 屋内

バインダー 屋内・外兼用

バウンドテニス（ネット） 屋内

　　　　　〃　 　（ラケット） 屋内

　　　　　〃　　 （ボール） 屋内

旗　（赤・白・黄・青・緑・紫・橙） 屋内・屋外

旗　（1・2・3・4・5・6・7・8・9・10） 屋内・屋外

旗立て 屋内・屋外

はちまき（赤） 屋内・外兼用

　　〃　　（白） 屋内・外兼用

　　〃　　（黄） 屋内・外兼用

　　〃　　（青） 屋内・外兼用

　　〃　　（緑） 屋内・外兼用

　　〃　　（茶） 屋内・外兼用

　　〃　　（橙） 屋内・外兼用

　　〃　　（紫） 屋内・外兼用

　　〃　　（黒） 屋内・外兼用
　　※貸し出しの際、必ず洗濯してから返却して下さい。

バトン（リレー用） 屋内・屋外

パラシュート 屋内

ハンドマイク 屋内・外兼用

ピストル（運動会用） 屋外
　　※雷管は使用者側で準備！

ビッグメガホン 屋内・外兼用

ピックルボール（ネット） 屋内

　　　〃　　　　 （パドル） 屋内

　　　〃　　　　 （ボール） 屋内

ビブス 屋内・外兼用
　　※洗濯してから返して下さい。

ピロポロ（スティック） 屋内

　　〃　　（ボール） 屋内

　　〃　　（ゴール） 屋内

プラカード 屋内・外兼用

フラフープ 屋内
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ベース 屋外

ペタンク 屋内・屋外

ホイッスル 屋内・外兼用

ほおるんビンゴ 屋内 ペタンクが必要な場合があります

ボーリングのピン 屋内・外兼用

ボール　（ドッジボール） 屋内・屋外

マイク（有線） 中央Ｇ用

　〃　　（延長コード） 中央Ｇ用

　〃　　（スタンド） 屋外

巻き尺（50ｍ） 屋内

　　〃　（30ｍ） 屋内

　　〃　（50ｍ） 屋外

　　〃　（100ｍ） 屋外

　　〃　（120ｍ） 屋外

ム ムカデ競争用ロープ（運動会用） 屋外

ユニカール 屋内 マット（緑）

ユニホック（スティック） 屋内

　　　〃　　（ボール） 屋内

　　　〃　　（スティック）《予備》 屋内

　　　〃　　（ゴール） 屋内

ライン引き 屋外
　　※石灰は使用者で準備！

ラダー 屋内

ラダーゲッター 屋内

リボン　《赤》 屋内・外兼用

リボン　《白》 屋内・外兼用

リーム回し（運動会用） 屋外

輪投げ 屋内

腕章 屋内・外兼用
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