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ソフトバレーボール ターゲットバードゴルフ

やわらかいボールを使って行うバレーボール。やわらか
いため，ボールがあたっても痛くありません。

　管理場所
　　国：６球
　　霧：２球

バドミントンのシャトルコックに似た羽根つきボール
をゴルフのピッチングウェッジで打つミニゴルフで
す。  ゴールは直径１１０ｃｍの傘を逆さにしたよう
な形の網ホール。

　管理場所
　　隼：４セット
　　福：11セット

インディアカ グラウンドゴルフ

羽根つきボールを６人制バレーボールのルールに準じ
て，ネットを挟んで素手で打ち合うゲームです。

　管理場所
　　国：８個

穴ではなく，輪の中にボールを入れる打数を競う簡易
ゴルフです。

　管理場所
　　国：２１セット（８ホール３セット）
　　隼：１８セット
　　溝：１０セット
　　横：３５セット

バウンドテニス カローリング

硬式テニスの６分の1のコートで行う簡易テニス。ゴム
ボールを使用するので，球速が遅く，楽に打ち合えま
す。

　管理場所
　　国：４セット

氷上のスポーツカーリングからヒントを得て誕生した
新しいスポーツ。フロアの先に設けたポイントゾーン
を目標にジェットローラを走行させ，相手チームと交
互に投球し，ぶつけ合いをして得点を競います。

　管理場所
　　国：１セット
    横：１セット

シャフルボード ディスゲッター９

細長い棒で円盤を押し出を争います。すようにシュート
するゲーム。コートの反対側に三角の得点エリアがあ
り，交互に４枚のディスクをシュートして得点
　
　管理場所
　　国：３セット、横：１セット
　　牧：２セット、隼：１セット
　　福：１０→９セット

誰でも手軽に楽しめるフライングディスク版「スト
ラックアウト」です。

　管理場所
　　国：１セット

キンボール スカイクロス

３チームで行う巨大なボールを使うバレーボールに似た
競技。サーブの前に「オムニキン」と掛け声を出しサー
ブします。

　管理場所
    隼：１セット
　　霧：１セット

輪投げとゴルフをミックスしたようなニュースポー
ツ。１人１枚の公認リングを持ち，コーンに入るまで
の回数を競い合います。

　管理場所
　　牧：１セット

ゲーゴルゲーム ディスコン

ゲーゴルスティックまたはゴルフパターとゲーゴルボー
ルまたはゴルフボールを使い，１ｍ～5ｍの長方形の競
技マットの上に2種類の｢得点ゾーン」をもうけ，個人あ
るいは団体で得点を競い合うゲーム。

　管理場所
　　国：２セット、霧：１セット
　　隼：１セット

ディスクとコントロールをかけてディスコンと呼び,
赤と青の２チームに分かれて,１チーム６枚の円盤を
投げ,どちらがポイントに近いかを競うゲーム。

　管理場所
　　国：２セット

ペタンク スポレック

６ｍから１０ｍの距離に投げられたビュットを目がけて
金属製のボールを投げ，より近づけることを競い合いま
す。
　管理場所
（屋外用）国：４セット、隼：６セット
　　　　　牧：１セット、霧：３セット
　　　　　福：１セット
（屋内用）国：３セット、隼：４セット
　　　　　横：１セット、牧：１セット

シャフトの短いプラスティックのラケットでテニス
ボールと同じ大きさのスポンジボールを打ち合うゲー
ム。せまい場所でテニスの醍醐味を味わえ子どもから
高齢者まで手軽に楽しめる軽スポーツである。

　管理場所
　　国：８セット（ネット無）
　　福：１２セット（ネット無）
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フリーテニス 囲碁ボール

テニスコートの１０分の1程度のコートで行うミニテニ
スの一種。小さいボールと卓球より大き目のラケットの
ようなものを使う。テニスに比べてコートが小さいた
め，手軽にできるスポーツである。

　
　管理場所
　　国：２セット
　　福：１セット

シングルス（１人対１人）、ダブルス（２人対２人）
またはトリプルス(３人対３人）がこ本的な対戦方法
ですが、変則的な人数でも競技ができます。

　管理場所
　　隼：１セット

ドッジビー ボッチャ

ウレタンとナイロンでできた安全性の高いディスクで、
ドッジボールのボールをディスクに変えた競技（ドッジ
ビー）やハンドボール形式でゴールを狙うゲーム、遠投
競争などが楽しめます。

管理場所
　　国：５枚
　　横：１セット
　　霧：２セット
    隼：２セット

ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは同程度
の四肢重度機能障がい者のために考案されたスポーツ
で、パラリンピックの正式種目です。ジャックボール
（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞ
れ6球ずつ投げたり、転がしたり、他のボールに当て
たりして、いかに近づけるかを競います。
　管理場所
　　国：１セット
　　霧：１セット
　　隼：２セット

ピロポロ ゲートボール

安全性を重視したホッケーゲームで，スティックやボー
ルはスポンジ製。ゴールキーパーを設けないのが特徴で
す。

　管理場所
　　国：２セット

2チームに分かれてスティックでボールを打ち、ゲー
トを通過させて得られる得点を競う。中高年のスポー
ツとして広く普及している

　管理場所
　　国：３セット

ストライククッションボード ラダーゲッター

クッションタイプのマジックテープを使用しているた
め、室内外問わず楽しめます。目指せパーフェクト！

　管理場所
　　霧：１セット

ヒモでつながっている2個のボールをラダー(ハシゴ)
に向かって投げ、ボールがラダーい引っ掛かるとポイ
ントになります。3本のラダーには、1，2，3点とポイ
ントが表示されており、それぞれのラダーに引っ掛
かったボールの数で得点を競います。

　管理場所
　　国：２セット
    霧：１セット
　　隼：２セット

輪投げ ストラックアウト

得点板の棒にいくつの輪を投げ入れることができるかを
競うゲーム。広い場所を必要とせずどこでも楽しめる。
ルールは，簡単だが点数の数え方や投球回数など作戦を
立てながら行えば意外と奥深いゲーム。
　管理場所
　　国：１セット、溝：２セット
　　横：３セット、霧：２セット

専用ボールで９枚のボードを何枚抜くことができるか
を競うゲームです。
距離や投げるボールの数を変えることにより、幅広い
年齢層に楽しんでいただけます。

　管理場所
　　溝：２セット
　　牧：１セット
    福：２セット

フロアカーリング スカットボール

2チームに分かれてターゲットに向って、木製でキャス
ター付きのフロッカーを送球し、得点を競う

　管理場所
　　福：１セット

マットの上にスカット台を乗せ、ボールをスタートラ
インからスティックで打ってスカット台の得点穴に
ボールを入れるスポーツ。

　管理場所
　　溝：２セット
    牧：１セット
　　横：１セット

フリーブロー トラックボール

フリーブローは、アフリカやボルネオの一部で、現地人
が使用している吹き矢を安全に、スポーティーに改良し
たものです。特殊な吸盤でつくられた安全や矢をター
ゲットに向かって吹き、得点を競うゲームです。

　管理場所
　　牧：１セット

ラケットを使ってボールをキャッチし投げ合います。

管理場所
　　国：２セット
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フライングディスク ニュー・エイジ・カーリング

プラスチック製の円盤状のディスクのことで、一般には
フリスビーといいます。

　管理場所
　　溝：４枚
　　霧：12枚
　　隼：９枚
　　福：17枚

ニュー・エイジ・カーリングでは、各チーム３投ずつ
交互にストーンを滑らせて得点を競います。
正式なカーリング競技では、各チーム４名の８名で行
い、各人２個のストーン（合計16個）を交互に滑らせ
ます。
それを１エンドとして10エンド行い、得点を競います
　管理場所　　牧：１セット

サークルジャンプ ペアリングキャッチリング

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。ボールを
跳びかわすので、リズムとタイミングがポイント
です。
　管理場所
　　福：２セット

向いあった２人が、３つ以上のリングをまとめ
て投げあい、トータルでいくつのリングを
キャッチできるか、少人数で楽しめる種目で
す。

　管理場所
　　福：１セット

カーリンコン キャッチングザスティック

　定められたラインから投げられた基盤を目がけて円形
の板を投げ，より近づけることを競い合います。
　管理場所
　　国：５セット、霧：２セット
　　隼：３セット

１０人が横一列に並び、向って右から8人がス
ティックを２本ずつ持ち、はじめ「せーの、ト
ン、トン、パッ」の掛け声に合わせスティック
を床に「トントン」と2回突き、「パッ」で右隣
の人の2本のスティックを移動してキャッチす
る。何回続けれるかにチャレンジ
　管理場所
　　福：４セット

マンカラ バスケットピンポン

アフリカや中近東、東南アジアにかけて古くから
遊ばれているボードゲームで、石を動かして、ど
ちらが早く自分の陣地にある石をなくせるか競い
ます。

　管理場所
　　隼：３セット

コートの両端にバスケットがついているところ
がプレーを一層おもしろくします。バスケット
に入れるとボーナス点が入るミニ卓球です。

　管理場所
　　隼：２セット

チームジャンプ アトラック

全員で一緒に跳んだり、入れ替わりで跳んだりし
て、３分間に合計何回跳べるかを競う。

　管理場所
　　福：長柄２セット、
　　　　短柄２セット

ビックサイズの輪投げで、5ｍ先のポールに向っ
て１セット５個の投球リングを１ラウンドに連
続投球します。１ラウンドごとに相手プレイ
ヤーと交代する。

　管理場所
　　隼：４セット

モルック

ＮＯ　ＰＨＯＴＯ

ローンボウルズ

モルック（投げる棒）を投げて倒れたスキットル
（点数の書かれた棒）の内容によって、50ピッタ
リになるまで得点した方が勝ちというゲームで
す。

　管理場所
　　国：２セット

ボウルと呼ばれる偏心球を、ジャックと呼ばれ
る目標球のどれだけそばに近づけらるかを競う
球技。

　管理場所
　　福：２セット

保管場所
　国：国分体育館
　溝：溝辺公民館（みそめ館）
　横：横川体育館、横川公民館
　牧：牧園アリーナ
　霧：霧島総合支所地域振興課
　隼：隼人体育館
　福：福山体育館


