
第 7回ひょうご生涯スポーツ大会 種目別大会一覧表

NI 主 催 大  会  名 開催日 開催増所

1 兵庫暴アームレスリング遠ヨ 第12回 V腕杯業第フ回ひょうご生ニスポーツ大会アームレスリング大会
「

r24年 12月 2日    (日 )
晨立大学燿路書写キャン′
ホ青館

丹菫市日碁ポール●会 購7回ひょうご生澤スポーツ大会日碁ポール兵庫県大会
「

鷹 2年 7月 15日   (日 ) 丹波市立柏暉住民センタ

民庫彙インディアカ●会 嗜7回ひょうご生選スポーツ大会インディアカ大会 l威2"日月31日   (日 〕 奎撃市立スポーッセンタ

口申熙オリエンテーリング●● 麻7回ひょうご生選スポーツ大会六甲山オリエンテーリング大会 甲咸24年 11月 3日   (土 ) 六甲山

購 彙キンポールスポーツ菫ヨ 第3回キンポールスポーツクラブカップ兼第7回ひょうご生選スポーツ大会
キンポールスポーツ大会 甲威24年 11月 25日   (日 ) 口吉川市立日間山体青館

6 兵●鳳グラウンド・ ゴルフ協会 第7回ひょうご生遍スポーツ大会グラウンド・ゴルフ大会 平晟24年5月 26日   (■ )
兵庫県立三木総合防災公■
グラウンドゴルフ場

7 兵庫瞑クロリティー協会 H7回ひょご生
=ス

ポーッ大会クロリティ交蔵体験会 口壺中 ■甍中

8 兵暉熙ゲー トボール連合
窮28回全日本GB選手権県1次予選大会兼第7回ひょうご生涯スポーツゲー
トボール大会 早威2年 9月 5日    OЮ 姫路市立球技スポーツセ)

ター

9 ●|)長庫鳳

"菫
菫菫 平成 24年度ひょうご生麗スポーツ大会地区別

"遺
交演大会 甲威2年6月 24日   (日 )

神戸市立王子スポーツセン
ター

兵暉■3B体操菫会 H7回ひょうご生腱スポーッ大会3B体操大会 甲威24年 9月 以降 口菫中

兵暉曇

…

第7回ひょうご生麗スポーツ大会身体障害奢交凛野球大会 平月24年5月 27日    〈日)

晏

民庫颯スポーツチャンバラ協会 実二
回ひょうご生澤スポーツ大会兼第7回兵庫県スポーツチャンバラ少年少女

平威2年9月 口甍中

腱庫彙ソフ トボール饉ぬ 第7回 ひょうご生置スポーツ大会ハイシニアソフトボール大会 平成24年11月 20日   (土 )

21日          (日 ) 尋宏
=蓼

曹

“

星:ンド・ヨ

腱 鳳ターゲ ッ ト・ パ‐ ドゴル フ協会 第7回ひょうご生渥スポーツ大会ターゲット・パードゴルフ大会 平成24年 5月 19日   (■ )

=木
市歴史の森

E●町ダーツ●会
ェ

咸 24年度東僣磨ダーツ大会兼第 7回ひょうご生
=ス

ポーッ大会・ ダーツ六
平認 年6月 23日   (土 )

僣■町自椰コミュニティセ
ンター

臓貧市ダーツロ会
多15臭 曇

庫目体記念姜父市ダーツ大会兼第 フ回ひ ょうご生選スポーッ大会
平潔 4年 11月 1,日   (日 )

姜父市おおやスポーッセン
ター

局暉曝卓尊●会 1露臭ム
年度長庫県社会人卓球選手籠大会燎第 7回 ひょうご生選スポーッ大会

甲成2年 11月 23日  (0 陣F市立中央体青曽

兵庫鳳タッチラグビー●● 購7回 ひ ょうご生涯スポーツ大会摯第 11回西 日本タッチラグビー大会
「

麟 年9月 10日    (日 ) 民庫県立湊路佐野運動公■

兵菫鳳ダブルタッチ薔会
筆ズよ

ダツチチヤレンジin神戸兼第7回ひようご生量スポーツ大会ダブルダッ
口整中 アシックスアトリウム

購 暴ドッジポール●会 F;3黒 ヱκ美ぶ
リー ドッジボール大会燎第 7回ひょうご生麗スポーッ大会

甲咸24年 9月 日整中 ■螢中

ロロ県トライアスロン●会 夕
=ζ
詈ヂ菫某尖基桑37~;面恐Eぢ笞星こズ躊 駐

グ
平成2年 11月 4日   (日 ) グリーンピア三木

島暉暉トランポ・ロビックス●会 平成24年度春季n晉金兼第フロひょうご生渥スポーツ大会 平成2綱 月228  (日 ) 三木市働労青少年センタ

員庫彙授●■ヨ 購7回ひょうご生ニスポーッ大会投輸大会
「

咸2年 11月 11日   (日 )
神戸市立王子スポーツセニ
ター

兵庫県バウンドテニス●会
,多 解 量賢奨雲

ウン ドテニス交貴大会燎第 7回ひょうご生屋スポーッ大会バ
平成24年 9月 日整中 口壼中

兵暉彙バドミントンロ会 こ贅泉1'実:兵子留す19ぶ轟鼻
ントンカーニパル大会豪第7回ひょうt~■ 平成郷年l月 12日   (土 )

1月 20日        (日 )

三贅菫工神戸スポーッセレ

'一
、三菱ta神戸体青

“兵暉贔フライヤー菫二 2012■ 15回スカイフェスティパル

"フ
回ひょうご生題スポーッ大会 平成24年 11月 3日   (土 )

4日             (日 )
神口高原

兵庫鳳フライングディスク協会 ,実:イ
スクゴルフ大会兼第 7回ひょうご生凛スポーツ大会フライングディス

平成25年 1月 13日   (日〕 口古川市浜の官公■

剛庫鳳フリーテニス●● 71阜 里貴癸曇

フリーテニス協会大会兼

"7回
ひょうご生

=ス
ポーッ大会フ

「
威24年5月 27日   (日 ) 民庫県立総合体青曽

民暉県ホースシューズ協会 第 7回 ひょうご生壼スポーッ大会ホースシューズ大会 甲威24年 0月 15日   (土 )

16日             (日 )
伊丹市立

"原
小学校

島暉鳳ペタンタ●会 ペタ3,異套
タンク協会恐竜ベタンク大会燎第フ回ひょうご生選スポーッ大会

平成2年 5月 26日   (土 )
兵暉県立三本総合防災公ロ
西ゲー ト北側広場

日本ポードダーティング●会
露 軍ンシ夢共

=カ

ツプ2012景 第 フロひょうご生選スポーッ大会ボー ド
甲威2年 10月 21日   (日 ) 口宮市立中央体青館分曽

●●町マウンテンポール●会 椰7回ひょうご生選スポーッ大会県民ふれあいマウンテンポール交演大会 平曖2椰 月26日   (土〕
民庫県立三ホ総合防災公■
2生広場

33 購 マスターXLL●餞菫ヨ 第31回兵庫マスターズ腱上麟繊選手檜大会兼第7回ひょうご生遷スポーツ大会 平成Z年 10月 20日   (土 ) ユニバー記念競技場

34 n●●ローリングパレーボー
ー 第 16回全ロロー リングパ レーボール大会燎

"7回
ひょうご生渥スポーツ大会

平成

“

年2月 9日    (土 )

10日          (8) 県立障害者スポーッ交瓢

■■ローンポウルズタラブ 口螢中

スポーツ体腱ヨーナー 第7口ひょうご生灌スポーッ大会スポーッ体験コーナー 菫

Ｄ平成2年 11月 23日 神戸しあわせの村


