
第67回 第69回 第70回 第71回 第72回

岐阜県 長崎県 和歌山県 岩手県 愛媛県
(平成24年） (平成26年） (平成27年） (平成28年） (平成29年）

1 グラウンド・ゴルフ グラウンド・ゴルフ ダーツ グラウンド・ゴルフ 合気道 ビリヤード 合気道 少林寺拳法
ボート（ローイングエ
ルゴメーター）

合気道 レク・クロッケー

2 ゲートボール ゲートボール ダブルダッチ ゲートボール インディアカ 武術太極拳 アームレスリング エスキーテニス キッズトライアスロン アームレスリング

3 ビリヤード ビリヤード ダンススポーツ ３Ｂ体操 ウォーキング シーカヤックマラソン インディアカ スティックリング ビーチラグビー いきいきトランポリン

4 ビーチバレー ソフトバレーボール トランポリン パラグライディング ウォークラリー ウォーキング ウォーキング ウォーキング ママさんバレー Ｅボート

5 ファミリー綱引き 綱　引 ネオテニス 綱　引 オリエンテーリング マラソン エアロビック ドッジボール ゲートボール ウォーキング

6 武術太極拳 ドッジボール バウンドテニス 雲仙アヅマクロス カローリング リレーション3 カーリング スポーツチャンバラ グラウンド・ゴルフ エアロビック

7 スポーツチャンバラ インディアカ パドルテニス アクアスロン 近代３種 エアロビック
カヌーツーリング駅
伝

真向法 オリエンテーリング

8 ターゲットバードゴルフ パワーリフティング スポーツチャンバラ
ターゲットバードゴ
ルフ

キンボールスポーツ ヒルクライム カローリング サイクリング ３Ｂ体操

9 インディアカ
少年少女スポーツ
サッカー

ハング・パラグライ
ディング

マリンスポーツ ゲートゴルフ
ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ
ﾃﾞｨｽｸｺﾞﾙﾌ･ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ

近代３種 パラグライダー 少年少女サッカー

10 オリエンテーリング ３Ｂ体操 ビーチボール ペタンク ３Ｂ体操 ペタンク クライミング 一般体操 少年軟式野球

11 ３Ｂ体操 武術太極拳 フィッシング ビリヤード 武術太極拳 スポーツ吹矢 グラウンド・ゴルフ ラージボール卓球 少林寺拳法

12 バウンドテニス ドッヂビー フォークダンス けん玉 サーフィン バウンドテニス ゲートボール インディアカ スポーツ鬼ごっこ

13 １０km・５kmマラソン
少年少女スポーツク
ライミング

ラジオ体操 お手玉 スポーツチャンバラ ビーチバレー ３Ｂ体操 スポーツ吹矢 スポーツ吹矢

14 ウォーキング インドアペタンク フットサル スポーツチャンバラ スポーツ吹矢 オリエンテーリング スポーツチャンバラ カヌーポロ ソフトバレーボール

15 パワーリフティング ウォーキング ブラインドサッカー パワーリフティング ソフトバレーボール ダンススポーツ スポーツ吹矢 ３Ｂ体操
ターゲットバード
ゴルフ

16 ミニテニス ウォークラリー フラダンス ソフトバレーボール 庭球野球 TE-YA ３Ｂ体操
ターゲット・バードゴ
ルフ

オリエンテーリング ダンススポーツ

17 キンボール ガーデンゴルフ フラッグフットボール
歴史探訪ウォーキン
グ

日本拳法 ネオホッケー ダーツ
シルバーソフトバ
レーボール

ダンス＆パフォーマン
ス

18 ウォークラリー キンボール ふれあいビーチバレー ジュニアソフトテニス バウンドテニス 少年少女ホッケー ダブルダッチ 武術太極拳 ディスクゴルフ

19 カローリング ティーボール ふれあいフットサル ドッジボール
バラグライダー・
ハングライダー

スポーツチャンバラ ディスコン バウンドテニス トレイルラン

20 ドッジビー サーフィン ボールルームダンス パークゴルフ ラジオ体操 トランポリン エアロビック ドッジボール

21 タスポニー 視覚障害者クライミング ミニテニス ビリヤード 室内雪合戦 日本拳法 バトン
ハングライダー・
パラグライダー

22 ミニバレー 自転車(ヒルクライム) ミニバレー ビーチフットボール インディアカ
ノルディック・ウォー
ク

ディスクゴルフ バウンドテニス

23 ケイマンゴルフ シニアソフトボール ユニバーサル駅伝 ビーチボールバレー クップ パラグライディング ドッヂビー パークゴルフ

24 マレットゴルフ 障害者ゴルフ ユニバーサルホッケー ペタンク ソフトバレーボール バウンドテニス
ミニバスケットボー
ル

パンポン

25 少女ソフトボール
少年少女
スポーツハンドボー
ル

ユニホック
リレーション３
(３人制ゲートボール)

マレットゴルフ ビリヤード ウッドスポーツ ビーチハンドボール

26 ディスクゴルフ 少林寺拳法 レクリエーションダンス エアロビック ウォークラリー ブラインドテニス ソフトバレーボール ビーチボールバレー

27 スポーツ吹矢 ローラースポーツ ティーボール サーフィン ペタンク マレットゴルフ
ふれあいグラウンド・
ゴルフ

28 太極柔力球 パークゴルフ マリンスポーツ 還暦軟式野球 ペタンク

29 躰道
ターゲット・バードゴ
ルフ

6人制ホッケー ユニカール

30 ターゲットバードゴルフ ペタンク リレーカーニバル

茨城県福井県

※ 網掛部分の綱引き、ゲートボール、パワーリフティング、グラウンドゴルフ、武術太極拳については、第7７回栃木県大会で『公開競技』として実施予定です。

先催県デモンストレーションスポーツ実施状況

第68回 第73回 第74回

東京都
(平成25年） (平成30年） (平成31年）


