
スポーツ振興協会で貸し出し可能なニュースポーツ用具一覧
★★お問い合わせ・手続きは、スポサポへ。（倉敷市四十瀬４番地倉敷運動公園内TEL４３４－３４１０）★★

【用具】 ６セット スティック（白・黒）各①
ボール（白・黒）各⑩
マット（長い&基盤）

２セット
２セット

【用具】 インディアカボール⑩

【用具】 １セット ローラ⑥×２
　 的④

【用具】 ２セット スティック⑯
審判用旗⑫

【用具】 ２セット アウター①
インナー①
ゼッケン３色×④
得点ボード①
ブロアー①

【用具】 ６セット キング①
クッブ⑩
カストピンナ⑥
コーナーピンナ④

【用具】 １６セット クラブ・ボールセット各⑥
３セット ホール⑧

【用具】 １セット 台①
輪（金・銀）各⑩得点の書かれたボードに向かってリングを投

げ、入った場所によって得られる得点を競い
ます。

グラウンド・ゴルフ 【屋外用】

【屋内用】

【屋内用】

人数：１チーム３人

人数：２人以上

【屋外用】 人数：２人以上

囲碁ボール

インディアカ

カローリング

パターゴルフの要領で、ホールポストにボー
ルをホールインするまでの打数を競うスポー
ツです。

両チーム５個ずつの、クッブと呼ばれる角材を自陣コート
に並べ、先攻チームは６本の丸太を投げて相手チームの
クッブを倒します。相手チームのクッブを全部倒した後、
キングと呼ばれる中央の角材を倒せます。先にキングを
倒したチームが勝ちです。

キャッチングザスティック

キンボール

人数：１チーム４人

人数：１チーム４人×３チーム

3チームに分かれ、直径122cmほどの大きな
ボールを使用し、コートの中で落とさないよ
う、サーブやレシーブをして得点を競います。

人数：１０人

人数：複数人

人数：２人以上

クッブ

※福田公園貸出あり
※中山公園貸出あり

８人が２本ずつ棒を持ち横一列に並びます。棒を持たな
い２人は列の端につきます。「トントン」のリズムに合わせ
てスティックを突き「ぱっ」と全員が棒を離して素早く右方
向に動いて隣の棒をつかみ、棒を倒さずに移動できる回
数を競います。

カーリングの要領で、ローラーのついた円盤
をポイントゾーン内に走らせ、得点を競いま
す。

【屋内用】

【屋内用】

スティックでボールを打ち、碁盤になった人
工芝マットにボールを並べて得点を競う競技
です。

【屋内用】

羽のついた特殊なボールを、ネットを挟んで
素手で打ち合います。

【屋内・外用】

クロリティー（洋風輪投げ）

Ｒ４．４月現在（３３種目）
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【用具】 １セット ゲート③
スティック⑩
ボール季（黄・赤）各⑤
旗立て⑲　※旗なし

【用具】 ボール①

【用具】 ３コート コート大①小②
キュー⑧

４セット ディスク（黄・黒）各④

【用具】 １セット パネル①
防球ネット①
ボール（赤・青）各⑨
テニスボール㉚
軟らかいテニスボール⑳

【用具】 ランチャー（大:右㉗左③、中:右㉑左②、

小:右⑪左②）　　　　　　　　

ローラー（大㉓中㉒小⑧）
ボール　１３８
ランチパッド㉚
ターゲット(円形)②
フラッグ（旗&台）⑩
ボード（三角板）④

【用具】 ホール（傘）⑩
旗⑱
クラブ㊼
マット㊵
羽根　115

【用具】 ２セット ゴール

【用具】 ４セット 台座
バット⑨
ボール㉚

１セット ベース④
バット（幼児用）④

コーン（幼児用）②

【用具】 ５セット ゴール
ディスク　７６　

ボールをスティックで打ち、3つのゲートを定
められた順序で通過させ、ゴールポールに
当てるというボールゲームです。

【屋外用】スナッグゴルフ

【屋内用】シャフルボード

人数：２人以上

キューと呼ばれる長い棒で、ディスク（円盤）
を専用コートの上で滑らせます。専用コート
には得点が書いてあり、難しい場所を狙っ
て、得点を競い合います。

人数：４人１組【屋外用】

人数：１チーム８人

円の中心部にロープの回し役が入り、ロープ
につながったボールを回し、その中に１人ず
つ入りながら順番にジャンプします。回ってく
るボールを跳びかわすスポーツです。

ターゲットバードゴルフ

人数：１チーム１０～１５人

人数：２人以上

ゲートボール 【屋外用】 人数：１チーム５人

サークルジャンプ 【屋内・外用】

【屋内・外用】ストラックアウト

ゴールネットにハンドボールの要領でボール
をシュートし合います。ゴールネットの数は参
加人数によって１～２個で調整できます。

ゴルフコースを模した小コースを使用し、フラ
イングディスクを、専用ゴールにいかに少な
い投数で入れられるかを競います。

人数：４～９人【屋内用】チュックボール

【屋外用】ティーボール

【屋外用】

ディスクゴルフ

人数：２人以上

人数：２人以上

台座の上に置いたボールを打ち、野球の要
領で攻撃・守備をします。やわらかいボール
なので体に当たっても安全で、どなたでも気
軽に参加できます。

羽根付の専用ボールをゴルフクラブで打ち、
何回でホールの中に入れられるかを競いま
す。ホールは、開いた傘を上下逆にしたよう
な形をしています。

ランチャー（ショート用グラブ）、ローラー（グリーン
上でボールを転がす用のクラブ）、ランチパッド
（ボールを敷くバッド）、ボール１球を使用し、スナッ
グフラッグに何打で近づけられるかを競います。
ルールはゴルフと似ています。

ボールを投げて、得点の書かれた９枚のパ
ネルを抜き、抜かれたパネルの点数で得点
を競います。
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【用具】 ５セット ディスク（赤・青）各⑥、ポイント①

審判用うちわ⑤

２セット

【用具】 １セット ポール＆ネット
ラケット㊱　　※ラケットテニスと共用
ポール㉗　　 ※フリーテニスと共用

【用具】 ２セット 台①
ラケット②
ピンポン①

【用具】 ２セット ボード②
ビーンバッグ（赤・青）各④

【用具】 ラケット④
ボール⑩

【用具】 ソフトディスク㉛
ハードディスク　７６

【用具】 ２２セット ラケット③
シャトル　㊴

【用具】 ボール⑨
空気入れ

ボール②
ボール⑩

人数：２人以上【屋内用】バウンドテニス

※福田公園貸出あり

※中山公園体育館にて使用の場合：ネット&コート貸出可能　２セット

人数：２人【屋内用】バスケットピンポン

人数：２人以上【屋内・外用】パドルテニス

卓球のラケットを大きくしたような板状のラケットを
使用します。テニスコートの約３分の１と、コートが
小さめですが、ルールはテニスとほとんど同じで
す。

卓球台に設置されたバスケットゴールにノー
バウンドでピンポン玉が入ったら勝ち。狭い
スペースでも気軽に楽しめるピンポンゲーム
です。

バッゴー 【屋内用】 人数：２人以上

約１５ｃｍのビーンバッグを、傾斜したボードにアンダース
ローで投げ、得点を競うゲームです。ボードにバッグが乗
れば１点、ボードに空いた穴に入れば３点の得点となりま
す。性別、年齢に関わらず楽しむことができます。

人数：２人以上【屋内用】ファミリーバドミントン

変形したやわらかいボールを、相手コートから返っ
てきた後にワンバウンドして返します。変形ボール
はどこにとぶか分からないため、バレーの得手、不
得手に関わらず楽しむことができます。

ドッヂボールの代わりにディスクを使用して
遊ぶ「ドッヂビー」や「アルティメット」、「アキュ
ラシー」、「ガッツ」、「ディスカソン」など遊び
方は様々です。

人数：２人以上

人数：１チーム５人【屋内用】ふらば～るボールバレー

フライングディスク 【屋外用】

人数：２人～６人【屋内用】

テニスラケットを短くしたラケットを使用し、テニスの
要領でプレーします。ボールやラケットが軽く小さ
いので、どなたでも気軽にプレーできます。

チームに分かれて、赤と青の表裏異色の円
盤をポイントに向けてそれぞれのチームが
投げ、よりポイントに近いところに投げられる
か競います。

ディスコン

ラケットの持ち手が短いため打ちやすく、ス
ポンジボールに羽根がついたものを打つの
で誰でもラリーが続きやすいのが特徴です。

※福田公園貸出あり
※中山公園貸出あり
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【用具】 ２セット ポール
３枚 ネット③
１６本 ラケット⑯

ボール㉗　　  ※バウンドテニスと共用

【用具】 １セット 輪（赤・黄）各③

【用具】 ２セット 屋内用
　球（青・赤）各⑥、ビュット①、サークル①

７セット 屋外用
　球⑥、ビュット①×２袋
　コンパス⑦
　サークル⑦

【用具】 ３セット 球（赤・青）各⑥、ｼﾞｬｯｸﾎﾞｰﾙ（白）①
審判用　パドル①
サークル①
コート（ブルーシート）①　※必要な方

【用具】 ２セット マット①
ストーン（青・黄）各③
潤滑スプレー①

１セット 大　マット①
大　ストーン（青・黄）各③

【用具】 ２セット ゴール②
スティック赤㉚
スティック黄㉚
ボール㉚

【用具】 ボール㊷
ラケット５８
ネット㉑
サポート㉒

【用具】 ラケット㊱　　※バウンドテニスと共用
ボール㊶

ラケットテニス 【屋内用】 人数：２人以上

ペア・リング・キャッチ

軽いスポンジボールを使用するため、スピードが
ゆっくりで、未経験者でも取り組みやすいスポーツ
です。ラケットが軽くグリップが短いため、ボールを
とらえやすいのが特徴です。

人数：１チーム６人【屋内用】ユニホック

【屋内用】ユニカール

人数：２人以上【屋内用】フリーテニス

【屋内・外用】

ビュットと呼ばれる目標球に向けて玉を投
げ、投げた玉をビュットに相手より近づけるこ
とで得点を競うスポーツです。

ボッチャ 【屋内用】

赤・青チームに分かれて、先攻（赤）が投げたｼﾞｬｯ
ｸﾎﾞｰﾙ(目標球)に向けて玉を投げ、相手より近づ
けることで得点を競うスポーツです。

人数：２人以上

その名のとおり、通常より少し大きめのボー
ルを用います。回転が少なく、ラケットにも当
てやすいので、初心者でも楽しめます。

人数：２人以上【屋内・外用】

テニスコートの９分の１ほどの広さのコートを
使用。ルールはほぼテニスと同じですが、
コートが小さい分、スピード感を感じやすくな
ります。

向かいあった２人が３つ以上のリングを同時
に投げ合い、何個キャッチできるかを競いま
す。競技時間は２分程度です。

人数：２人以上【屋内用】

人数：１チーム３人

人数：２人以上

ペタンク

相手コートのゴールに専用スティックを使っ
てボールを打ち込む、室内ホッケーのような
スポーツです。

２チームがそれぞれ３個のストーンを交互に投げ滑らせ
て、相手のストーンをはじき飛ばしたり、味方のストーンを
助けたりして、最終的に自分のチームのストーンを標的に
より近づけることを競うゲームです。

ラージボール卓球
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