
別表１ 備品一覧 

 

  〇市民体育館 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

卓球台 ２５台 片袖机    ５脚 

テニスネット    ４枚 立位体前屈計    ２台 

テニスポール    ２基 折たたみ椅子  ３８０脚 

バレーボールネット   １４枚 会議机   ９０脚 

バレーボール支柱    ５基 メジャー    ２個 

ソフトバレーネット    ３枚 ピストル    ８個 

ソフトバレー支柱    ４基 ストップウオッチ    ３個 

バドミントンネット   １０枚 綱引き綱    ８本 

バドミントンインディアカ支柱   ２１基 回転椅子    ３脚 

ショートテニスネット    ３枚 跳び箱    ２台 

ハンドボールネット    １枚 バスケットゴール台    ４基 

ハンドボールゴール    ２基 講演台    １台 

グラウンドゴルフセット    ８ｾｯﾄ 黒板    １台 

ユニホッケー    ２個 救護用ベッド    １台 

得点表示板（球技用）   １４基 物置    １台 

得点表示板（卓球用）   ２５基 ワイヤレスアンプ    ２台 

健康測定器    ３台 ワイヤレスマイク    ４個 

握力計   １０台 ピンマイク    ２個 

背筋力計    ３台 キーボックス ２台 

６人用ロッカー １４台 審判台    ８基 

長イス ６台 体操マット    １袋 

長イス（背付） ４台 ボッチャセット ３組 

テニスローラー １基 ペタンク １組 

 

  〇市営野球場 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

折たたみ椅子 ３０脚 応接テーブル    １台 

回転椅子    ２脚 散水用スプリンクラー    １基 

片袖机    １台 保管庫    １台 

ソファー（二人掛）    ２台 ライン引き    ２台 

   



  〇市営弓道場 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

矢立  １基 折たたみ椅子    ５脚 

巻藁台    １基 道場横幕    １基 

会議机    ２脚 和弓用巻藁    １基 

 

〇江川総合運動場 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

書庫  １台 事務机    １台 

折たたみ椅子    ３脚 ライン引き    ２台 

応接テーブル    １台 格納庫    １台 

会議机    ３脚 テニスポール    ８基 

テニスローラー    １基 

 

 〇江川総合運動場（陸上競技場） 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

ＲＧＢフィニッシュコー

ダー1カメラ仕様 

１式 レーン・ナンバー表示盤 １台 

投てき距離標識 １式 円盤・ハンマー投用囲い １組 

機動掃除機 １台 障害物競走用移動障害物 １式 

光波距離測定装置スタン

ダード 

１台 走高跳用マット １組 

電子音スタート発信装置 １台 棒高跳用マット １組 

決勝線審判台 １台 電気自動車３t牽引車 １台 

フィニッシュタイマー３ １台 サッカーベンチ８人用 ２基 

 

 

 〇江川総合運動場（第１野球場） 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

ホームベース受金具 ５台 竹ぼうき    ４本 

ホームベース    ５組 熊手    ４本 

ピッチャープレート受金

具シングル 

   ５台 スコップ    ４本 

ピッチャープレート    ５台 巻尺    ４個 

塁ベース上下金具ＳＵＳ    １式 散水台車    ２台 



塁ベース    ２基 散水ホース    ２本 

塁ベース少年用    １式 スーパーケミカルホース

２５Ａ 

３本 

バットケース    ２基 スポーツトラクター １台 

バッティングゲージ    ２基 コートローラー     １台 

ついたて大型    ２基 グラウンドマット    １基 

ピッチングゲージ    ２基 ミッドロータリーモア １基 

ラック    ４台 ハイバキューム    １基 

レーキ   ２９本 SCV外部２連取出    １式 

コートブラシ   １０本 パワーサッチャー    １基 

ライン引き（４輪）    ２基 バキュームスイパー    １台 

ライン引き（２輪）    ２基 自走式回転ブラシ    １基 

石灰   １６袋 ラバードラグマット ２基 

吸水スポンジ ２組 振動ブラシ    １基 

吸水ローラー ４基 一輪車 ８基 

グラウンド養生シート   １０枚 台車    ２基 

サンドバッグ（10ｋｇ用）   ２０袋 

 

〇江川総合運動場（サッカー場） 

物 品 名 数   量 物 品 名 数   量 

サッカーゴール（一般用） １対 チームベンチ    ７基 

サッカーゴール（ジュニ

ア用） 

２対 ベンチ   １６脚 

ゴールウエイト   ２２基 移動式ネット   ２１基 

サッカーゴールネット

（一般用） 

   １対 ラインズマンフラッグ    ２組 

サッカーゴールネット

（ジュニア用） 

   １対 折りたたみ担架 ２台 

サッカーゴール移動キャ

スターノーパンクタイヤ

仕様 

２式 折りたたみ式長机   １０台 

コーナーフラッグ    ２式 パイプ椅子   ４０脚 

コーナーフラッグ    ２組 椅子運搬車 ２台 

スコアボード    ２基 一輪車    ２枚 

アナログタイマー45 分    ２基 台車    ２基 



計 

フットサルゴール（折り

たたみ式） 

   ４対 竹ぼうき    ４本 

サッカーゴールネット

（フットサル用） 

   ４対 熊手    ４本 

砂袋 ２４個 巻尺    ３個 

 

 


