
2006年のじぎく兵庫国体 デモスポ行事日程一覧表

行事名 会場地市町 会場 行事開催期日 曜日 予備日 雨天時

神崎体育センター

神崎中学校体育館

神河町民体育館

県立福崎高等学校体育館

福崎西中学校体育館

福崎小学校体育館

市川町スポーツセンター体育館

市川中学校体育館

2 シニアソフトボール 丹波市 スポーツピアいちじま多目的グラウンド 10月1日 日 2日（月） 小雨決行

3 カヌーマラソン 香美町 柴山港湾特設コース 9月30日 土 雨天決行

4 フレンドリーアーチェリー 加東市 加東市滝野総合公園　多目的グラウンド特設アーチェリー場 10月1日 日 雨天決行

5 ペアマッチゴルフ 新温泉町 湯村カンツリークラブ 10月8日 日 雨天決行

6 少林寺拳法 尼崎市 尼崎市記念公園総合体育館 10月1日 日

伊丹市 伊丹市立文化会館“いたみホール” 9月30日 土

赤穂市 赤穂市民総合体育館 10月8日 日

8 日本拳法 西宮市 兵庫県立総合体育館 10月8日 日

たつの市 千鳥ヶ浜グラウンド（揖保川河川敷） 10月1日 日 小雨決行

猪名川町 猪名川町スポーツセンターグラウンド 10月8日 日 小雨決行

淡路市 北淡中学校グラウンド 10月8日 日 小雨決行

10 トライアスロン 淡路市 国営明石海峡公園淡路地区、淡路夢舞台及び淡路交流の翼港周辺コース 10月1日 日 雨天決行

洲本市 五色台運動公園「アスパ五色」多目的グラウンド 10月5日、10月6日 木･金 7日（土） 雨天順延

加東市 社第三グラウンドサッカー場及びソフトボール場 10月8日 日 9日（月） 雨天決行

12 綱引き たつの市 たつの市立揖保川スポーツセンター 10月1日 日

香美町健康福祉グラウンド・ゴルフ場（来年度完成予定）

小代中学校グラウンド

春日町総合運動公園　多目的グラウンド

春日町総合運動公園　春日スタジアム

14 バウンドテニス たつの市 たつの市立新宮スポーツセンター 10月8日 日

佐用町上月体育館

上月中学校体育館

16 マウンテンボール 姫路市 夢前川河川公園グラウンド 10月1日 日 8日（日） 順延

17 フィールドゴルフ 豊岡市 但東フィールドゴルフ場（但東ふれあいセンター） 10月1日 日 雨天決行

18 パラグライダー 養父市 ハチ高原スキー場・ハイパーボウル東鉢スキー場 10月7日、10月8日 土・日 順延

19 スポーツチャンバラ 佐用町 三日月中学校体育館 10月8日 日

20 親子ペアジョギング 宍粟市 ちくさ高原周辺コース 10月1日 日 雨天決行

親子バレーボール

神河町

福崎町

市川町

10月1日

ペタンク9

10月1日

武術太極拳7

日 小雨決行

1 日

10月7日

グラウンドゴルフ13

ゲートボール

土

11

香美町

小雨決行

9月30日、10月1日 土・日

丹波市

15 インディアカ 佐用町
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2006年のじぎく兵庫国体 デモスポ行事日程一覧表

行事名 会場地市町 会場 行事開催期日 曜日 予備日 雨天時

21 健康マラソン 豊岡市 豊岡市立竹野中央公園多目的グラウンド周辺コース 10月8日 日 雨天決行

22 ハーフマラソン 淡路市 淡路市立一宮中学校グラウンド周辺コース 10月1日 日 雨天決行

23 クロリティー 播磨町 播磨町総合体育館 10月8日 日 雨天決行

24 囲碁ボール 丹波市 丹波市柏原公民館体育館アリーナ 9月30日、10月1日 土・日

25 ティーボール 西宮市 浜甲子園運動公園 10月1日 日 雨天中止

26 ウォークラリー 養父市 広谷小学校グラウンド周辺コース 10月1日 日 小雨決行

27 オリエンテーリング 加西市 加西市健康福祉会館周辺コース 10月1日 日 雨天決行

朝来市 史跡生野銀山周辺コース 10月1日 日 小雨決行

稲美町 稲美中央公園グラウンド周辺コース 10月7日 土 小雨決行

香美町 県立兎和野高原野外教育センター周辺コース 10月8日 日 小雨決行

29 ペーロン 相生市 相生湾特設会場 10月1日 日 小雨決行

多可町 ガルテン八千代体育館 9月30日 土

丹波市 丹波市山南農業者等体育施設 10月1日 日

たつの市 たつの市立御津体育館 10月9日 月

31 ダーツ 養父市 おおやスポーツセンター体育館 10月1日 日

32 エアロビック 洲本市 五色台運動公園「アスパ五色」体育館 10月7日、10月8日 土・日

33 ビリヤード 伊丹市 協同の苑k-maisonときめき・伊丹市立神津福祉センター 10月7日 土

34 少年少女水泳 赤穂市 赤穂市民総合体育館室内プール 10月8日 日

朝来市山東体育館

朝来市立梁瀬中学校体育館

朝来市立梁瀬小学校体育館

朝来市立粟鹿小学校体育館

朝来市立与布土小学校体育館

朝来市立東河小学校体育館

姫路市立安富スポーツセンター体育館

姫路市立安富中学校体育館

10月1日

ウォーキング28

日

日

ファミリーバドミントン30

10月8日

35 少年少女バスケットボール 朝来市

36 少年少女卓球 姫路市
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行事名 会場地市町 会場 行事開催期日 曜日 予備日 雨天時

加東市東条グラウンド

加東市社第２グラウンド

加東市グリーンヒルスタジアム

播磨中央公園野球場

姫路市立家島運動広場

姫路市立坊勢スポーツセンターグランド

姫路市立家島中学校グランド

姫路市立坊勢運動広場

サンライズ淡路グラウンド

広田中学校グラウンド

倭文中学校グラウンド

新温泉町 浜坂相撲場　 10月1日 日

南あわじ市 榎列府中八幡相撲場 10月1日 日

39 少年少女ゲートボール 西脇市 黒田庄ふれあいスタジアム 9月30日 土 1日（日） 雨天決行

40 少年少女駅伝 宍粟市 山崎スポーツセンター周辺コース 10月1日 日 雨天決行

9月30日、10月1日
7日（土）
8日（日）

8日（日）
9日（月）
（検討中）

9月30日
10月7日

土・日

土
土

9月30日、10月1日
10月7日

8日（日）
9日（月）
（検討中）

土・日
土

順延

少年少女相撲38

順延

順延
37

南あわじ市

加東市

姫路市
少年少女軟式野球
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