
別紙２-①　　　　　　　　　　　　　常総運動公園器具備品等一覧表

番号 　品　　　　　　名 規格品質・品番等 数量 使用施設名
　　使用場所又は
　　保管場所

1
ワイヤレスアンプ・マイク
チューナーユニット(ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ）

パナソニックWX230C/1700
1式 園内各施設

　
　　体育館事務室

2 音響操作盤(ｴﾝﾄﾗﾝｽ側壁面)
TOA㈱ｽｲｯﾁｬー/ﾐｷｻｰ/CDﾌﾟﾚｰﾔｰ/
ﾁｭｰﾅｰ/ﾊﾟﾜｰｱﾝﾌﾟ等 1式 体育館 体育館事務室

3
野球場電光板用ソフト及び
パソコン

松下電工㈱/コロナ電子工業 1台 野球場
体育館事務室
野球場本部席

4 黒球式熱中症指数計 WBGT測定用　タニタTT-562 1台 園内各施設 体育館事務室

5 ラミネーター
フェローズジャパン　ポセイド
ン A3 1台 体育館事務室 体育館事務室

6 シュレッダー コクヨMS-2310N-AT 1台 体育館事務室 体育館事務室

7 照度計 シンワ78747 1台 各照明付施設 体育館事務室

8
テスタ類(ﾊｲﾃｽﾀ・ｸﾗﾝﾌﾟﾘｰｸ
電流計・絶縁抵抗計・ﾒｸﾞ
ｵｰﾑ)

日置電機㈱　ﾊｲﾃｽﾀ／ｸﾗﾝﾌﾟ
ﾘｰｸ/絶縁抵抗計 各1台 園内電気設備 体育館事務室

9 タイムレコーダー セイコーQR-723 1台 体育館事務室 体育館事務室

10 ルーター RT５７１ 1台 体育館事務室 体育館事務室

11
保安器具　ﾍﾙﾒｯﾄ・安全
ﾍﾞﾙﾄ・命綱

電気作業用ﾍﾙﾒｯﾄ/安全ベルト
命綱 各1 園内各所 体育館事務室

12 濁度色度計
㈱共立理化学研究所製濁度
計WA-PT-40 1台 プール・給水設備 体育館事務室

13
事務机
(ﾜｺﾞﾝ・ｾﾝﾀｰ引出含む)

コクヨSD-MXD１０７LM 2台 体育館事務室 体育館事務室

14 椅子 コクヨCR-G280ZKG2 4脚 体育館事務室 体育館事務室

15 リサイクルボックス イレ-S203DS 2台 体育館事務室 体育館事務室

16 保管庫（収納庫） コクヨBWN-S5M両開 2台 体育館事務室 体育館事務室

17
アームチェア
（応接セット）

コクヨCE-745K 4脚 体育館事務室 体育館事務室

18 テーブル（応接セット） コクヨNT-230M 1台 体育館事務室 体育館事務室

19 スチール棚 コクヨSE-07357 1台 体育館事務室 体育館事務室

20 パーテーション プラスSPX-UC1809P 2台 体育館事務室 体育館事務室

21 アルミ脚立 コクヨSP-S52/S53 2台 体育館事務室 体育館事務室

22 ナンバーリング ﾌﾟﾗｽｵｰﾄﾅﾝﾊﾞｰP型 1台 体育館事務室 体育館事務室

23 電動鉛筆削り ナショナルKP-S2 1台 体育館事務室 体育館事務室

24 キーボックス エース/ドラゴンKB-60 4台
体育館事務室

・休憩室
体育館事務室・

休憩室

25
ストップウオッチ1/100
デジタル

SEIKOSVAY-009/005 11個 園内各施設 体育館事務室

26 数取器 古里精機製作所KORIH-102 12個 園内各施設 体育館事務室

27 AED 自動体外式除細動器 メドトロニックCR PULUS 1台 園内各施設 体育館事務室

28 血圧計(医務室) アネロイド血圧計大人用・小人用 2台 園内各施設 体育館医務室
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番号 　品　　　　　　名 規格品質・品番等 数量 使用施設名
　　使用場所又は
　　保管場所

29 救護ベット(医務室) コクヨHP-D20 1台 体育館医務室 体育館医務室

30 保管庫（医務室） MD-8C10 1台 体育館医務室 体育館医務室

31 手洗台(洗面器） コクヨHP-TI 1台 体育館医務室 体育館医務室

32 椅子(医務室） HP-CRION 1脚 体育館医務室 体育館医務室

33 聴診器(医務室） FRTスコープG 1本 体育館医務室 体育館医務室

34 レンジ ナショナルNE-ES25 1台 体育館給湯室 体育館給湯室

35 電気ポット ナショナルNC－BE40-H 1台 体育館給湯室 体育館給湯室

36 冷蔵庫 ナショナルNR－B１４M3-HN 1台 体育館給湯室 体育館給湯室

37 電気湯沸器 日本イトミック　EW-20N1 2台 体育館給湯室 体育館1F・2F給湯室

38 非接触型体温計
エジソン体温計PRO KJH1003/
東亜産業アイメディータ 3台 体育館ロビー

　　温水プール
　　体育館事務室

39 温度測定付手指消毒器 ITH-SO6 2台 体育館ロビー 体育館ロビー

40
ハンドボール用システム
カウンター

モルテンUX0120シリーズ 1式 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

41
バスケットボール用24秒
タイマー・フロアスタンド

モルテンｼｮｰﾄｸﾛｯｸUX0040
モルテンﾌﾛｱｽﾀﾝﾄﾞ 6台 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

42 バスケットボール用得点板 モルテンﾃﾞｼﾞﾀｲﾏｰ110XUXO 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

43 ファウル表示盤　手動 モルテンBFN5 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

44 手めくり大型得点板 都村製作所B90 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

45 手めくり小型得点板 都村製作所 8台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

46 音響ワゴン
TOA㈱CDﾌﾟﾚｰﾔｰCD-A580/
200SB/ミキサーM864D 1式 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

47 ハンドボールゴール ㈱エバニューEXD762Y56880 1組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

48 ハンドボール用ネット ㈱エバニュー 1組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

49 バドミントン用ネット 都村製作所B-77 /SSK SN2515 8枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

50 バドミントンポスト 都村製作所B-57 8組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

51
9人制バレーボール用ネッ
ト

TNネット　B-76 2枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

52
6人制バレーボール用ネッ
ト

TNﾈｯﾄB-75/寺西KTSN2109/
ｱｼｯｸｽ２８１５０１K 4枚 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

53 バレーボールポスト 都村製作所B-49 2組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

54 ソフトバレーネット ミカサNET-100 4枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

55 バレーボール用審判台 都村製作所B-80 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

56
バレーボールセイフティ
パッド

トーエイB-2048 2組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

57 ソフトバレー補助支柱 アシックスGGS106 4本 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

58 バレーネット計測器 都村製作所B-36 1本 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫
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番号 　品　　　　　　名 規格品質・品番等 数量 使用施設名
　　使用場所又は
　　保管場所

59 バレーボール用アンテナ 都村製作所B-81 4本 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

60 卓球台 三英CS-DX/VL-2 6台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

61 卓球フェンス 三英BF-2 40枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

62 卓球フェンス運搬車 三英　スチール製 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

63 室内テニス用ネット 都村製作所B-78 2枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

64 室内テニス用ポスト 都村製作所B-54 2組 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

65 ボールかご 都村製作所G-90 1台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

66 体育スポンジ入マット
都村製作所M-565/エバニュー
KG-523 8枚 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

67 ウレタンマット 都村製作所M-1072 4枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

68 フロアシート 三英36-185 7本 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

69 簡易ステージ コクヨKF-3 9台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

70 簡易ステージ用ステップ コクヨKFS-3 2台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

71 簡易ステージ用カーテン コクヨKFM-3 18枚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

72 折りたたみ椅子
ウチダA-550　　 体育館器具庫
441脚、温水プール通路・受付16
脚

457脚 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫他

73 演台 コクヨWA-70 1台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

74 花台 コクヨWF-12 1台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

75 台車 チトセ（椅子運搬用） 5台 体育館
体育館アリーナ
体育館器具庫

76 トランポリン
都村製作所ｽｶｲﾎﾟﾘﾝｽｰﾊﾟｰ
SP-2116 1台 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

77
バスケットゴール用クラン
ク　ハンドル

セノー　スチール製
2本 体育館

体育館アリーナ
体育館器具庫

78 更衣ロッカー
コクヨKL-8B1Nﾌﾞﾙｰ　男子9台
コクヨKL-8B1Nﾋﾟﾝｸ　女子17台 26台 体育館 体育館更衣室

79 スツール
コクヨCK-750B2ﾌﾞﾙｰ男子3台
コクヨCK-750B2ﾋﾟﾝｸ女子3台 6台 体育館 体育館更衣室

80 シューズボックス コクヨSX-D41 6列４段 7台 体育館 体育館エントランス

81 テーブル チトセ 21台       会議室       会議室

82 椅子 チトセLTS-220V 63脚       会議室       会議室

83 ホワイトボード コクヨBB-R236 2台       会議室       会議室

84 アルミ脚立 長谷川工業アルミ 1台 体育館
体育館機械室・

電気室

85 空気清浄機
シャープﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰKC-J50
シャープﾌﾟﾗｽﾞﾏｸﾗｽﾀｰKI-JX75 2台 体育館 体育館更衣室

86 温度測定付手指消毒器 ITH-SO6 2台 体育館
エントランスホール
温水プール入口

87
AED 自動体外式除細動器・
収納ケース

メドトロニックﾗｲﾌﾊﾟｯｸCRPULUS
収納ケース 1台

　　　温水プール
　　　他園内 温水プール受付

88 人工酸素蘇生器
新鋭工業P-102A
ブルークロスAC-OX-FR 2台 温水プール 温水プール監視員室
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番号 　品　　　　　　名 規格品質・品番等 数量 使用施設名
　　使用場所又は
　　保管場所

89
人工酸素蘇生器用酸素ﾎﾞﾝ
ﾍﾞ

新鋭工業P-102A用　 1本 温水プール 温水プール監視員室

90 スポーツタイマー
ツカサ電工㈱SL-7LH(N)
エバニューSTT-6FH(N)ﾂｶｻ電工製 2台 温水プール 温水プール

91 プールクリーナー 新光産業SP-8 1台 温水プール 温水プール

92 プールクリーナー２ 宮川商事　ミヤカワ式Ⅱ型 2台 温水プール 温水プール

93 プールロボット 四柳SWITOアクアキング 1台 温水プール 温水プール

94 残留塩素測定器 笠原理化工業AQUATESTERDP-2Z 4台 温水プール 温水プール

95 ポータブル残留塩素測定器 タニタEW-520 1台 温水プール 温水プール

96 デジタル体重計
田中衡機PF6-155FH
タニタWB-150P 2台 温水プール 温水プール更衣室

97 壁掛式ドライヤー ワールドHD80 2台 温水プール 温水プール更衣室

98 水着用脱水機 ハヤブサ技研製　HSD-8-GS 2台 温水プール 温水プール更衣室

99 プールフロアV型 都村製作所DF-5 60台 温水プール 温水プール

100
プールフロアV型縦方向側
板

美濃利DFS-X 10台 温水プール 温水プール

101 プールフロア仕切枠 美濃利V-SUS-5 50台 温水プール 温水プール

102 監視台
美濃利WS-10/ニチエスWS-15N
エバニューEHB284 3台 温水プール 温水プール

103 ビート板 エバニューEHA001 56枚 温水プール 温水プール

104 ビート板整理棚
美濃利SV-13
エバニューEHB272 2台 温水プール 温水プール

105 アクアキャリー 美濃利SL-1003 1台 温水プール 温水プール

106 スイミングヘルパー 美濃利SH-3 49個 温水プール 温水プール

107 スイミングヘルパーかご 美濃利PPC-30 1台 温水プール 温水プール

108 コースロープ50m 美濃利LM-165 4本 温水プール 温水プール

109 プール保温シート
萩原工業20m×10m　13枚
萩原工業5.4m×3.6m、4.5m×3m
４枚

17枚 温水プール 温水プール

110 クリーンネット トーエイライトB-670/7455 11本 温水プール 温水プール

111 ジャグジー用テント
富士テント商会　骨組み
ロイヤルテント　　天幕 1張 温水プール ジャグジーバス

112 ジャグジー用カバーシート ４m×５ｍ 1枚 ジャグジーバス ジャグジーバス

113 プール用チェア
ﾆﾁｴｽNS-130  14脚/ﾆﾁｴｽND　200
10脚/ニチエスND200 １脚/NC201
4脚

28脚 温水プール 温水プール

114 更衣ロッカー
ｺｸﾖKL-N6B１ﾌﾞﾙｰ　26台
ｺｸﾖKL-N6R2/R2Nﾋﾟﾝｸ  33台 59台 温水プール 温水プール更衣室

115 更衣ロッカー（身障者） コクヨ 2台 温水プール
　温水プール身障者
　更衣室

116 ロッカー内ベンチ コクヨPF-B16N 6台 温水プール 温水プール更衣室

117 シューズボックス 光葉ｽﾁｰﾙSJ5-9N ４台 温水プール 温水プール通路

118 監視員休憩室テーブル コクヨPT-1890R-B 1台 温水プール 温水プール監視員室
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番号 　品　　　　　　名 規格品質・品番等 数量 使用施設名
　　使用場所又は
　　保管場所

119 更衣室内スツール
コクヨCK-750B2ﾌﾞﾙｰ　４台
TOKIO M-24M ｵﾚﾝｼﾞ　5台 9台 温水プール 温水プール更衣室

120 扇風機 パナソニックF-CG322 2台 温水プール 温水プール更衣室

121 メガホンS 美濃利KB-002 9本 温水プール 温水プール

122 メガホンL 美濃利KB-001 3本 温水プール 温水プール

123 モクヘリン・L鈴 美濃利RS-120 2本 温水プール 温水プール

124 担架 美濃利A-1882 1台 温水プール 温水プール監視員室

125 台車 上杉輸送機NF-301 ﾌﾟﾚｽ台車 1台 温水プール 温水プール

126 ラバーコーン 4本 温水プール 温水プール機械室

127 ポータブルPH計 CUSTOM PH-6011 1台 温水プール 温水プール機械室

128 コーナースツール(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) コクヨCN-270B2K 2台 スポーツセンター エントランス

129
パンフレットスタンド(ｴﾝﾄ
ﾗﾝｽ)

コクヨZR-PS20
コクヨZR-PS190 2台 スポーツセンター エントランス

130 人工植物(ｴﾝﾄﾗﾝｽ)
ｺｸﾖPX-G629142/PX-GHK181
T/PX-GSTKOL 8台 スポーツセンター エントランス

131 傘立て(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) コクヨUS-L60 3台 スポーツセンター エントランス

132 テレフォンブース(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) コクヨTT-C121W 2台 スポーツセンター エントランス

133 サインスタンド(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) コクヨGB-S1 3台 スポーツセンター エントランス

134
プラントボックス(プール
入口)

コクヨPX-235 1台 スポーツセンター プール入口

135 ロビーベンチ(ｴﾝﾄﾗﾝｽ) コクヨCN-158BVX62 3人掛ﾍﾞﾝﾁ 2台 スポーツセンター エントランス

136 テーブル　(ラウンジ１) コクヨLT-98P32 2台 スポーツセンター ラウンジ１

137
ガラステーブル(ラウンジ
１)

コクヨ-XTK-FT70 5台 スポーツセンター ラウンジ１

138 いす　(ラウンジ１) コクヨCK-1590B2K 26脚 スポーツセンター ラウンジ１

139
ハイポジションテーブル(ﾗ
ｳﾝｼﾞ1)

コクヨLF-1600F3 3台 スポーツセンター ラウンジ１

140
ハイポジションチェア(ﾗｳﾝ
ｼﾞ１)

コクヨCK-1620G 5台 スポーツセンター ラウンジ１

141 カウンター　(ラウンジ1） コクヨLT-1610R 2台 スポーツセンター ラウンジ１

142 テレビ（ラウンジ２） シャープLC-32SC1B 1台 スポーツセンター ラウンジ２

143
アームレスチェア(ラウン
ジ２)

CN-270KB 2台 スポーツセンター ラウンジ２

144 ３人掛チェア(ラウンジ２) コクヨCN-931KR4 4台 スポーツセンター ラウンジ２

145 ２人掛チェア(ラウンジ２) コクヨCN-930KR4 3台 スポーツセンター ラウンジ２

146 テーブル(ラウンジ２) コクヨCN-93P32 3台 スポーツセンター ラウンジ２

147 おむつ交換台(ﾗｳﾝｼﾞ２) ﾔﾏｻｷｽｲｰﾄﾍﾞｰｽﾅﾁｭﾗﾙ 1台 スポーツセンター ラウンジ２

148 肘付高座椅子(ﾗｳﾝｼﾞ２) ヤマソロBKレザー83-885 2脚 スポーツセンター ラウンジ２
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149 サイドテーブル(ﾗｳﾝｼﾞ2) ヤマソロNA/WH43-113 2台 スポーツセンター ラウンジ２

150
ロビーチェア(ﾃｰﾌﾞﾙ付
2Fラウンジ) コクヨCN-270TIK 1台 スポーツセンター ２Fラウンジ

151 ロビーチェア(2Fﾗｳﾝｼﾞ) コクヨCN-270B1K 3台 スポーツセンター ２Fラウンジ

152
コーナースツール(2Fﾗｳﾝ
ｼﾞ)

コクヨCN-270B2K 1台 スポーツセンター 2Fラウンジ

153 ﾍﾞﾙﾄﾊﾟｰﾃｰｼｮﾝ

ウチダ357-7317ｽﾀｰﾄ用4本、7310
中間用3本、7316エンド用5本、
大和産業P0#18101 10本

22本 スポーツセンター 館内各所

154 スチール棚 コクヨSE-07357 1台 スポーツセンター裏
スポーツセンター裏
倉庫

155
物置 (体育館裏・ﾌﾟｰﾙ機械
室横) 淀川製鋼所YM-26 3台

スポーツセンター裏
温水プール機械室横

スポーツセンター裏
温水プール機械室横

156 木製ベンチ（寄贈）
家具工房ルークラフト
（茨城国体事務局より寄贈） 2台 スポーツセンター エントランス

157 冷蔵庫 パナソニックNR-B178W  168ℓ 1台 野球場 野球場事務所

158 担架 美濃利　米式3666 1台 野球場 野球場事務所

159 石油温風暖房機 サンヨーCFF-V151A 1台 野球場 野球場事務所

160 折りたたみ椅子 チトセ 10脚 野球場 野球場事務所

161 双眼鏡 ナシカ光学CR-iR8×21 1台 野球場 野球場事務所

162 机 チトセMN-5 2台 野球場 野球場事務所

163 ロッカー
ｳﾁﾀﾞ　ｷｯﾁﾝ23型、ｺｸﾖ清掃用
CLK-35B、ｺｸﾖLK-331 ８人用 4台 野球場 野球場事務所

164 ガスコンロ ナショナルGC-25 1台 野球場 野球場事務所

165 流し台 クリナップS-6060 1台 野球場 野球場事務所

166 電光板用操作盤
ﾅｼｮﾅﾙﾀｲﾑｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ
ﾅｼｮﾅﾙｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ 2台 野球場 野球場本部席

167 アンプ パナソニックWA-H120 1台 野球場 野球場本部席

168 チューナー パナソニックWX-4040B 1台 野球場 野球場本部席

169 冷温水器 ナショナルNY1800OH 1台 野球場 野球場本部席

170 野球記録員台 木製台 1台 野球場 野球場本部席

171 壁掛型扇風機 ナショナルFG301FB 3台 野球場 野球場本部席

172 マイク（事務室保管） ビクターMD-262 3台 体育館事務室保管 野球場本部席

173 マイクスタンド ソニーB-30 1台 野球場 野球場本部席

174 ベンチ（ダッグアウト） ダッグアウトベンチN60 12台 野球場 野球場ダッグアウト

175 バットボックス 東京サーバス　950 2台 野球場 野球場ダッグアウト

176 一輪車 浅型 1台 園内 一塁側倉庫

177 二輪車 浅型 2台 園内 一塁側倉庫

178 グラウンドローラー 東興産業　TR-15S 1台 園内 一塁側倉庫
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179 芝生ブラシスイーパー 安藤産業ｵﾊｲｵｽﾁｰﾙ  WP26 1台 園内 一塁側倉庫

180 ガーデンスイーパー
ｷﾝﾎﾞｼ　ｶﾞｰﾃﾞﾝｽｲｰﾊﾟｰ手動式
LS-660 1台 園内 一塁側倉庫

181 芝刈機ｽｰﾊﾟｰﾛｰﾀﾘｰﾓｱ ｷﾝﾎﾞｼ　芝刈機SR-6000 1台 園内 一塁側倉庫

182 芝刈機 ﾊﾞﾛﾈｽﾛｰﾀﾘｰﾓｱ 共栄社　GM64 A-M 1台 園内 一塁側倉庫

183 牽引式金具 ｷﾞｬﾝｸﾞﾓｱ3連 共栄社　LM33-BD 1台 園内 一塁側倉庫

184 ローリータンク
ｽｲｺｰ　ｽｰﾊﾟｰSLT1200　1200ℓ
3台 3台 園内 一塁側倉庫

185 移動散水用台車 三光産業SG50型 1台 園内 一塁側倉庫

186 芝集草機　スイーパー 土屋機械製作所　WCL-30 1台 園内 一塁側倉庫

187 グラウンドマスター
宮地機械　180HD-2 付属
ﾛｰﾀﾘｰﾓｱ60MB-2 1台 園内 一塁側倉庫

188 トラクター ヤンマー　FX-18DPS  1327cc 1台 園内 車庫倉庫

189 グラウンドレーキ グラケンGL-160P 1台 野球場 一塁側倉庫

190 軽ダンプ スズキキャリー　EBD-DA16T 1台 園内 車庫倉庫

191 ホイルローダー コマツ　WA50-8  1台 園内 一塁側倉庫

192 乗用目土散布機 石川島芝浦機械　SD8-3C 1台 園内 一塁側倉庫

193 アルミ脚立
長谷川工業アルミ　2.7m 3台、
1.8m　２台、3m  1台 6台 園内 一塁側倉庫

194 梯子 CSM-50 1台 園内 一塁側倉庫

195 行事用テント
小川テントNJ7544H4号型　2張
アカバネ A-942  1張 3張 園内 三塁側倉庫

196 ボール盤、ボール盤部品
ﾎﾞｰﾙ盤日立B-13
ﾎﾞｰﾙ盤部品中山機工所FV-100 1台 三塁側倉庫 三塁側倉庫

197 ボンベ付属品(ﾎﾞﾝﾍﾞｷｬﾘｰ) TB-195 1式 三塁側倉庫 三塁側倉庫

198 ボンベ開閉バルブハンドル 1本 三塁側倉庫 三塁側倉庫

199 刈払機
ﾏｷﾀMFM202-S　2台、ﾘｮ-ﾋﾞ　EKK-
2370  1台 2台 園内 車庫・倉庫

200 ヘッジトリマー 刈込機
ﾏｷﾀEH561  1台、ﾏｷﾀEH563、
1台 2台 園内 車庫・倉庫

201 電動チェーンソウ マキタMUC400 1台 園内 車庫・倉庫

202 エンジンチェーンソウ
マキタME230T、ECS-3302

2台 園内 車庫・倉庫

203 発電機 ヤンマーYSG2400A 1台 園内 車庫・倉庫

204
給水用エンジンポンプ
(自給吸式)

寺田ポンプ製作所
ER-40、ER-80E、 2台 園内 車庫・倉庫

205 水中ポンプ
寺田ポンプ製作所　2B3-480、
S-500、鶴見製作所50PL-S2 25S 3台 園内 車庫・倉庫

206 芝刈機
ｷﾝﾎﾞｼ ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｽﾀｰRMS-521
2台、共栄社ﾊﾞﾛﾈｽGM530　1台 3台 園内 車庫・倉庫

207 芝・草刈機用乗用装置 共栄社ﾊﾞﾛﾈｽｻﾙｷｰNR-6000用 1台 園内 車庫・倉庫

208 芝刈機用刃研磨機 共栄社ﾊﾞﾛﾈｽRM20型 1台 園内 車庫・倉庫
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209 コンプレッサー 日立040P-71 1台 園内 車庫・倉庫

210 ブロア
共立　ﾊﾟﾜｰﾌﾞﾛﾜｰPBE265L

1台 園内 車庫・倉庫

211 テーブル丸鋸 日立C-10FE 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

212 高速切断機 マキタ2416S 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

213 電動カンナ 日立P35-SC 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

214 電動ドリル
マキタ150IK振動付
日立VTR-25 2台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

215 電動インパクト リョービBID-121 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

216 電気グラインダー マキタ9308 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

217 高圧洗浄機 マキタEHW201 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

218 ガソリン携行缶 1個 車庫・倉庫 車庫・倉庫

219 倉庫物品棚 オカムラ6450AK 5台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

220 倉庫スチール棚 コクヨSE-07457 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

221 アルミ棚（二段） 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

222 ワイヤーカッター 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

223 レンチ メガネレンチ・カセットレンチ 2台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

224 万力 トラスコ中山　ﾘｰﾄﾞﾊﾞｲｽLV-125N 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

225 芝生肥料撒機 小松ゼノアMD430 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

226 散水器　スプリンクラー 三光産業ZN30型 1台 野球場 車庫・倉庫

227 スプレーガン 近畿製作所C-7S-12 1台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

228 マンホール開閉工具 日之出水道機器　36型 1台 園内 車庫・倉庫

229 ディスクグラインダー
日立工機RDA-100B(S)
リョービG-103PHS 2台 車庫・倉庫 車庫・倉庫

230 野球用スコアボード ライトTE-B-486 1枚 野球場 　野球場事務所倉庫

231 組立式バックネット ゼットBM9037 1台 野球場 ４番倉庫

232 ベースライン少年野球用 島谷製作所BL-120 1本 野球場 ４番倉庫

233 ラバーコーン 東洋安全防災反射式70cm 10本 園内 ４番倉庫

234 物置 淀川製鋼所YM-26 2台
自由広場・野球場
　用器具庫 自由広場・野球場

235 グラウンドカバーシート ターポリン6m×６ｍ 6巻 野球場 一塁側倉庫

236 ラインカー エバニューEKA-020 2台 野球場 野球場器具庫

237 レーキ 木製21本・アルミ製10本・鉄2本 33本 野球場 野球場器具庫

238 アンプ パナソニック　WA-H120 1台 陸上競技場 談話室
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239 チューナー パナソニック　WX-4040B 1台 陸上競技場 談話室

240 デッキ パナソニック　SL-P3915Z 1台 陸上競技場 談話室

241 マイク　(事務室保管） ビクターMD-262 3本 陸上競技場 体育館事務室

242 マイクコード(野球場用含) ｷｬﾉﾝ10m 　6本、20m　1本 7本 陸上競技場 談話室

243 テーブル ドラゴン　306/03・/02  3台 陸上競技場 談話室

244 折りたたみ椅子 チトセ 31脚 陸上競技場 談話室

245 担架 1台 陸上競技場 談話室

246 冷温水器 ナショナルNY1800OH 1台 陸上競技場 談話室

247 レーンナンバー標識
ニシスポーツF1191F 1～８コー
ス

8台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

248 スターティングブロック
エバニュースターティングブ
ロック平行連結式　EGA-024 7台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

249 スターター台 ニシスポーツF1121(大小１組） 1台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

250 ピストル ニシスポーツ（２丁入） 10丁 陸上競技場 陸上競技場器具庫

251 スタート合図用黒板 ｾﾉｰN-306、ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF1014 2台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

252 バトン 黄2本、赤2本、青緑白黒各1本 8本 陸上競技場 陸上競技場器具庫

253 スタート係用手旗(赤・黄) ｾﾉｰS-1150、ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF-3103 2組 陸上競技場 陸上競技場器具庫

254 手旗(黄)
ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF3102B　30本、
ｴﾊﾞﾆｭｰGC-961   1本 31本 陸上競技場 陸上競技場器具庫

255 ハードル エバニューEGC-075 56台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

256 走り高跳び用マット
ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF511競技用（雨天
ｶﾊﾞｰ付)W6m×D7.3m×H0.7m 1式 陸上競技場 陸上競技場器具庫

257 走り高跳び用マット運搬車 ニシスポーツF1271 1台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

258 走り高跳び用バー
ｾﾉｰN-352 3本、ｴﾊﾞﾆｭｰGB-
122 3本、ｴﾊﾞﾆｭｰEGB-124  1本 7本 陸上競技場 陸上競技場器具庫

259 ファール判定用ゴム板 エバニューGC-076 4枚 陸上競技場 陸上競技場器具庫

260
ﾌｨｰﾙﾄﾞ競技者用距離
表示マーク一般用A型 セノーN-345 100個 陸上競技場 陸上競技場器具庫

261 競技用記録係用小机 ニシスポーツF3233 4台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

262 監察員用腰掛 ニシスポーツF3235 5脚 陸上競技場 陸上競技場器具庫

263
風向風速計
（陸上競技場用）

中浅測器　中浅式風向風速計A-
011
ニシスポーツデジタル式風向風

2台 陸上競技場 　野球場事務所倉庫

264 温湿度計（陸上競技場用） セノー　Ｓ－１２６０ 1台 陸上競技場 　野球場事務所倉庫

265 吹き流し セノーN-337 4本 陸上競技場 陸上競技場器具庫

266 鋼鉄製巻尺100m ニシスポーツF3003 1巻 陸上競技場 陸上競技場器具庫

267 鋼鉄製巻尺30m ニシスポーツF3001 2巻 陸上競技場 陸上競技場器具庫

268 ライン引用ロープ セノーS-1720 120m 1巻 陸上競技場 陸上競技場器具庫
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269 リボンロッド100m ニシスポーツF3013 1巻 陸上競技場 陸上競技場器具庫

270 リボンロッド50m ニシスポーツF3012 1巻 陸上競技場 陸上競技場器具庫

271 リボンロッド止金具 セノーN-403 100個 陸上競技場 陸上競技場器具庫

272 決勝審判台
ニシスポーツF1113  16人乗
キャスター付 1台 陸上競技場 陸上競技場

273 朝礼台 W1500×D1000×H900 1台 陸上競技場 陸上競技場

274 サッカーゴール ルイ高RT-F010935 1組 陸上競技場 陸上競技場

275 サッカーゴール用ネット ルイ高RT-N160507 1組 陸上競技場 陸上競技場

276 競歩警告用円盤
ニシスポーツF1030 2本１組　2
組　エバニューGC-911  3組 5組 陸上競技場 陸上競技場器具庫

277 競歩失格用円盤 エバニューGC-913 2組 陸上競技場 陸上競技場器具庫

278 手旗(赤・白） ニシスポーツF3102 赤白1組 9組 陸上競技場 陸上競技場器具庫

279 ラインカー　木製 5台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

280 転圧ローラー 1台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

281 リヤカー 1台 陸上競技場 陸上競技場器具庫

282  棒高飛用バー
 ｴﾊﾞﾆｭｰGB-121 3本、EGB-122
 1本  4本  野球場４番倉庫

283  棒高飛用支柱及びバー止め  エバニューGC-162  1本  野球場４番倉庫

284 砲丸2.721kg
ニシスポーツF254  1個
エバニューGC-006 4個 5個 陸上競技場器具庫

285 砲丸4.000kg エバニューGC-007 3個  3個 陸上競技場器具庫

286 砲丸5.443kg
ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF252 3個、ｴﾊﾞﾆｭｰ
GC-008 1個、GC-089 2個  6個 陸上競技場器具庫

287 砲丸6.351kg
ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF255 2個、F255A 2個
ｴﾊﾞﾆｭｰGC-090 2個 6個 陸上競技場器具庫

288 砲丸7.26kg
セノーN-318 1個
ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF251  3個 4個 陸上競技場器具庫

289 足留材 エバニューGB-051 1台 陸上競技場器具庫

290  円盤・高校男子1.5kg  ニシスポーツF302  4個  野球場４番倉庫

291  円盤・高校女子1.0kg  ニシスポーツF303  4個  野球場４番倉庫

292  ハンマー一般　7.26kg  エバニューEGC-098  2丁  野球場４番倉庫

293  ﾊﾝﾏｰ高校生･ｼﾞｭﾆｱ　6kg  エバニューEGC-095  3丁  野球場４番倉庫

294
 ﾊﾝﾏｰ女子一般・高校
 ジュニア4kg  ｴﾊﾞﾆｭｰGB185 2丁/EGC-090 2丁  4丁  野球場４番倉庫

295  槍　男子　60・800g  ニシスポーツF455  2本  野球場４番倉庫

296  槍　女子　70・600g  エバニューGB084  1本  野球場４番倉庫

297  槍　男子　70・800g  ニシスポーツF454  2本  野球場４番倉庫

298  槍　女子　60・600g
 ｾﾉｰN-310　2本、ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF464A
 2本、ｴﾊﾞﾆｭｰGB081 2本  6本  野球場４番倉庫
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299  槍　女子　50・600g
 ｾﾉｰN-418　1本、ﾆｼｽﾎﾟｰﾂF465A
 2本、ｴﾊﾞﾆｭｰGB083 1本  4本  野球場４番倉庫

300  槍・ハンマー投用ペグ  ニシスポーツF1251  40本  野球場４番倉庫

301 硬式テニスネット 寺西喜商店　KT-227 11枚 テニスコート
　テニスコート
　テニスコート倉庫

302 テニス審判台 三和体育S-2008 8台 テニスコート テニスコート倉庫

303 コートブラシ
エバニューEKE792  11本
トーエイライトG-1427 NW-150S
3本

14本 テニスコート テニスコート

304 テニスコート用ベンチ 山善　アルミ製　L150 W36 H40 14台 テニスコート テニスコート

305 屋外ベンチ３　（寄贈） ルイ高エコベンチRT-R141275 4台
テニスコート
フェンス廻

テニスコート
フェンス廻

306 行事用テント 小川テントCJ-7544H4号型 1張 テニスコート テニスコート倉庫

307 テーブル 3台 テニスコート テニスコート倉庫

308 折りたたみ椅子 12脚 テニスコート テニスコート倉庫

309 サッカーゴール(一般用) ルイ高　PT-F01093 ﾎﾟﾄﾊﾝﾀｰⅡ 2組 自由広場 自由広場

310
サッカーゴールネット（一
般用）

ルイ高　PT-N160507 4組 自由広場 自由広場・４番倉庫

311 サンドウェイトS10 トーエイライト　B-2450 80個 自由広場 自由広場器具庫

312 サッカーゴール(少年用)
三英ｵｰﾙｱﾙﾐｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰｺﾞｰﾙ 2組
ﾄｰｴｲﾗｲﾄｵｰﾙｱﾙﾐｼﾞｭﾆｱｻｯｶｰｺﾞｰﾙ　2
組

4組 自由広場 自由広場

313
サッカーゴールネット（少
年用）

ﾄｰｴｲﾗｲﾄB-2563 5組 自由広場 自由広場・４番倉庫

314 フットサルゴール 三和体育S-9430 4組 自由広場 自由広場

315 フットサルゴールネット
三和体育S-3127 1組
トーエイライトB2562  3組 4組 自由広場 自由広場

316 コーナーフラッグポール ﾄｰｴｲﾗｲﾄB2564/B3966 14本 自由広場 自由広場器具庫

317 コーナーフラッグスタンド ﾄｰｴｲﾗｲﾄB3966 8本 自由広場 　　自由広場器具庫

318 ラインカー RT-M320912 2台 自由広場 自由広場器具庫

319 消火器（各所）

ﾔﾏﾄﾌﾟﾛﾃｯｸYC-10X二酸化炭素3本
初田製作所CG-10二酸化炭素3本
ﾓﾘﾀ宮田工業粉末10型ABC消火器
54本

60本 園内各所 園内各所

320
ｻｯｶｰｽﾀｯﾌﾍﾞﾝﾁ（喫煙ｽﾍﾟｰｽ
2ヶ所で使用）

ルイ高　Jﾎﾞｯｸｽﾍﾞﾝﾁｼｰﾄﾀｲﾌﾟ
RT－R140104 4台 喫煙所2箇所 喫煙所2箇所

321 メガホン（各施設）
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸWD73 1台、TOA ER-1106
10台、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ　WD-U74 1台 12台 園内各施設 園内各施設

322 アルミチェアー
イソクニC15C 36/C15A 110
ナカザワPR-74513  60 206脚 屋外プール 屋外プール

323 アルミアーム椅子 ユーティリティーホームAL-53PV 7脚 屋外プール 屋外プール

324 アルミテーブル イソクニAT-900 30台 屋外プール 屋外プール

325 パラソル
富士FP45B 3622 19台
エバニューEHC150  20台 39台 屋外プール 屋外プール

326 パラソルベース イソクニBP-4 60台 屋外プール 屋外プール

327 屋外プール用監視台 エバニューHB-112 2台 屋外プール 屋外プール
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328 救命用ブイ イソクニRV-1 3本 屋外プール 屋外プール事務室

329 コインロッカー アルファS-1291-TB 40台 屋外プール 屋外プール更衣室

330 屋外プール用テント アカバネA-942 1張 屋外プール 屋外プール

331
屋外プールテント用サンド
ウォーターウエイト ゼットZH2167 4個 屋外プール 屋外プール

332 救護ベット コクヨHP-D4YB 1台 屋外プール 屋外プール事務室

333 清掃用ネット エバニューEHB156/158 2本 屋外プール 屋外プール

334 パワーアンプ、チューナー
TOA PAｱﾝﾌﾟA-1806
TOAAM/FMﾗｼﾞｵﾁｭｰﾅｰDT-930 2台 屋外プール 屋外プール事務室

335 担架 美濃利　米式 1台 屋外プール 屋外プール事務室

336 扇風機
トヨトミ　FS-300B  2台
ﾕｱｻﾌﾟﾗｲﾑｽ工業扇風機三脚型 2台 4台 屋外プール

　屋外プール更衣室
　事務室

※　令和４年度以降屋外プール施設は閉鎖します。屋外プールで使用していた備品を他の施設で使用することは可能で
す。

※　陸上競技場用備品で見え消しとなっているものは、投てき用囲いネットやマットが無いため競技には使用できませ
ん。
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