
野球場備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

場所 番号 備品名 対応競技 数

野球場倉庫 1 軟式野球 ホームベース 軟式野球・ソフトボール 7

野球場倉庫 2 軟式野球 塁ベース(少年) 軟式野球・ソフトボール 3

野球場倉庫 3 軟式野球 塁ベース(大人) 軟式野球・ソフトボール 9

野球場倉庫 4 軟式野球 塁ベース(薄) 少年軟式野球 3

野球場倉庫 5 ソフトボール ダブルベース ソフトボール 2

4

野球場倉庫 6 ソフトボール ﾋﾟｯﾁｬｰﾏｳﾝﾄﾞ ソフトボール 2

野球場倉庫 7 ラインカー(大） 2

野球場倉庫 8 ラインカー(小） 2

野球場 9 軟式野球・ソフト得点版 軟式野球・ソフトボール 1

野球場 11 トンボ　（ﾌﾞﾗｼ） 4

野球場 10 トンボ　（鉄）



テニスコート備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

備品名 対応競技 数

テニスコート 12 テニス 硬式ネット テニス 2

場所 番号

テニスコート 13 テニス 軟式ネット テニス 2

テニスコート 14 テニス アルミベンチ テニス 6

15 テニス ブラシ テニス 4テニスコート

テニスコート 16 テニス ハンドル テニス 2

テニスコート 17 テニス シングルスポール（木製） テニス 2

テニスコート 18 テニス シングルスポール（アルミ） テニス 2



ホールポストセット
支柱・ゴール・旗・スタート

グラウンド備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

場所 番号 備品名 対応競技 数

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野) 19 軟式野球  ホームベース（厚） 軟式野球 4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野) 20 軟式野球 塁ベース(少年) 軟式野球 6

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野) 21 ソフトボール ダブルベース ソフトボール 2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野) 22 ソフトボール 塁ベース（布） ソフトボール 12

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(野) 23 ソフトボール ホームベース ソフトボール 4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 24 サッカー
ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ（大人用）

サッカー 2

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 25 サッカー
ｺﾞｰﾙﾈｯﾄ（少年用）

サッカー 4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 26 フットサル
ゴールネット

フットサル 4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 27 サッカー ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ サッカー・フットサル 8

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 28 サッカー ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ差込 サッカー・フットサル 8

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 29 サッカー ゴールおもり サッカー・フットサル16

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 30 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ 16

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 31 ラグビー ポールマット ラグビー 4

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 32 ラグビー ｺｰﾅｰﾌﾗｯｸﾞ ラグビー 14

1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 33 ラインカースチール(大） 1

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ(サ) 34 ラインカースチール(小）



グラウンド備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

ﾐｽﾄ用倉庫 35 2

グラウンド 36 サッカー  ゴール（大人用） サッカー 2

グラウンド 37 サッカー  ゴール（少年用） サッカー 4

グラウンド 38 フットサル  ゴール フットサル 4

グラウンド 39 フットサル  ゴール フットサル 6

グラウンド 40 ラグビー ゴールポスト ラグビー 2

防球ネット 大 24

ミストファン

グラウンド 42 防球ネット 小 46

グラウンド 41



体育館備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

バドミントン
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

備品名 対応競技 数

体育館器① 43 バドミントン 支柱 8

場所 番号

体育館器① 44 バドミントン ネット バドミントン 4

体育館器① 45 バドミントン 審判台 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ・ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 6

体育館器① 46 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 得点板 ソフトバレーボール 6

8

体育館器① 47 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ネット ソフトバレーボール 4

体育館器① 49 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ アンテナ ソフトバレーボール 8

体育館器①

50 バレーボール 審判台 2

48 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 付足しポール ソフトバレーボール

体育館器① 51 ホワイトボード 1

体育館器①



体育館備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ･ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

バレーボール 支柱 バレーボール 4

場所 番号 備品名 対応競技 数

体育館器② 53 バレーボール 支柱(鉄） バレーボール 1

体育館器② 52

体育館器② 54 バレーボール 男子ネット バレーボール 2

体育館器② 55 バレーボール 女子ネット バレーボール 2

体育館器② 56 バレーボール ｼﾞｭﾆｱﾈｯﾄ バレーボール 1

体育館器② 57 バレーボール アンテナ バレーボール 4

体育館器② 58 バレーボール ｻｲﾄﾞﾊﾞﾝﾄﾞ バレーボール 8

体育館器② 59 バレーボール ﾊﾝﾄﾞﾙ バレーボール 4

体育館器② 60 バレーボール 得点板 2

61 卓 球 ﾉｰﾏﾙ ネット 卓 球 19

体育館器② 62 卓 球   〃  サポート  卓 球 40

体育館器②

体育館器② 63 卓 球 ラージ ネット 卓 球 12

体育館器② 64 卓 球   〃  サポート  卓 球 24

体育館器② 65 卓球 手持ち得点板 卓球 14

体育館器② 66 室内テニス 支柱 室内テニス 2

体育館器② 67 室内テニス ネット 室内テニス 1

体育館器② 68 バドミントン 支柱(未使用） バドミントン 12



体育館備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

体育館器③
ストックケース

体育館器③
ストックケース

場所 番号 備品名 対応競技 数

体育館器③ 69 グランドゴルフ クラブ(大） グランドゴルフ 43

体育館器③ 70 グランドゴルフ クラブ(小） グランドゴルフ 12

体育館器③ 71 グランドゴルフ クラブ(車いす用） グランドゴルフ 12

体育館器③ 72 グランドゴルフ 支柱 グランドゴルフ 8

体育館器③ 73 グランドゴルフ ゴール グランドゴルフ 9

体育館器③ 74 グランドゴルフ 旗 グランドゴルフ 4

体育館器③ 75 グランドゴルフ スターター大 グランドゴルフ 1

体育館器③ 76 グランドゴルフ スターター小 グランドゴルフ 6

体育館器③ 77 グランドゴルフ ボール グランドゴルフ 67

体育館器③ 78 サッカー ゴールネット（大） サッカー 2

体育館器③ 79 自転車用 イベントレーススタンド 自転車 3

体育館器③ 80 5大型扇風機

卓球 1

81 卓球 ネット（ﾉｰﾏﾙ） 卓球 2

83 ⻑テーブル 20

82 卓球 ネット（ﾗｰｼﾞ）

体育館器④ 84 椅子 レセプションチェアー 60

体育館器④

体育館器④ 85 椅子 折畳 54

体育館器④ 86 台車 折畳イス用 2



体育館備品管理表

バドミントン
ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

場所 番号 備品名 対応競技 数

カーテン 遮防炎暗幕 16

体育館ｱﾘｰﾅ 87 防球ネット 16

体育館舞台 89 卓 球 台 卓 球 16

体育館ｱﾘｰﾅ 88

体育館舞台 90 卓 球 車椅子用台 卓 球 6

体育館舞台 91 ヨガ マット⻘ ヨガ・卓球防球ﾈｯﾄ代用 16

92 バドミントン 支柱 8

体育館舞台 93 バドミントン ネット バドミントン 4

体育館舞台

体育館舞台 94 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ネット ソフトバレーボール 4

8

体育館舞台 95 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 付足しポール ソフトバレーボール 8

体育館舞台 97 白テント 大 1

体育館舞台

98 白テント 小 3

96 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ アンテナ ソフトバレーボール

体育館舞台 99 ⻑テーブル 3

体育館舞台

体育館舞台 101 台車 折畳イス用 1

体育館舞台 100

102 防球ネット 2

椅子 折畳 31

音響 103 室内音響設備 1

体育館舞台



体育館備品管理表 令和元年 ８月末日 現在

事務所
【階段下】
事務所

【階段下】
事務所

【階段下】

事務所
屋外貸出備品

事務所 ﾊﾞｽｹｯﾄ・ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ
屋内貸出備品 ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

備品名 対応競技 数

多目的室 104 ダンス ミラー 1式

場所 番号

多目的室 105 レスリング マット 格闘技・体操 2式

多目的室
器具庫

106 音響 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽアンプ 1式

多目的室
器具庫

107 ボールプール レクレーション 1式

多目的室
器具庫

108 多目的デジタルタイマー バスケット等 2

多目的室
器具庫

109 レール平均台 直線 レクレーション 1

体操 鉄棒 体操 1

多目的室
器具庫

110 レール平均台 曲線 レクレーション 1

多目的室
器具庫

112 体操 とびばこ 体操 1

多目的室
器具庫

111

多目的室
器具庫

113 体操 ロイター板 体操 1

廊下 115 1

ﾚｽﾄﾙｰﾑ 114 ホワイトボード 1

廊下 116 AED 1

ウォータークーラー

1

118 車椅子用可搬型スロープ（大） 1

117 車いす

119 車椅子用可搬型スロープ（小） 1

事務所 120 音響 ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾜｲﾔﾚｽ アンプ 1式

1

122 電動空気入れ コンプレッサー 1

121 熱中症指数計


