
スポーツ・レクリエーション交流大会

第7６回
全国レクリエーション大会
� 2022ひょうご「兵庫県マスコットはばタン」

白鷺の地から広げよう！レクの楽しさ・交流・笑顔

令和 ４年 ９月１７日（土）～１９日（月・祝）

全国カバディ交流大会

★カバディとは…ルールは簡単。
鬼ごっことドッジボールを足したような、 1チーム 7名程度で行うチームスポーツです。攻
撃者（レイダー）が守備側（アンティ）の人にタッチして自陣に戻れば得点。全身を使って動き回
りましょう。日本代表選手も参加。初めてでも大丈夫です。一緒にカバディで遊んで運動する
楽しさを知って下さい！

◆日 時　令和 4年 9 月17日（土）　10：00～16：00（※当日無料体験コーナーあり）
◆会 場　姫路市立花北体育館
　　　　　　兵庫県姫路市増位新町 2丁目12　　　TEL：079-281-3881



◆実施方法　午前の部と午後の部を行う
　　　　　　・午前の部…体験会（カバディのやり方、ルールの指導）、練習会（チームでの練習）
　　　　　　・午後の部…交流大会（年齢や経験等により、チーム分けをします）
　　　　　　・その他……当日無料体験コーナー（誰でもカバディの体験が行えます）
◆競技方法　日本カバディ協会競技規則による。その他詳細は当日配布のプログラムに記載。
◆定 員　100名
◆参加資格　小学生以上男女問わず
◆参 加 費　�全国レクリエーション大会参加料1，000円（WEBエントリー）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，500円（ FAXエントリー）
　　　　　　カバディ参加一チーム3，000円（ 5名以上）
　　　　　　※体験会参加については無料で 1名から参加可
　　　　　　※いずれも中学生以下は無料
◆備 考　・当日は、運動のできる服装、体育館履きを着用してください。
　　　　　　・�競技実施中の事故については、主管団体が、応急処置のみ行いますが、その後

の責任は負いかねます。なお、傷害保険については、大会主催者が一括して加
入します。

　　　　　　・カバディの案内は、ホームページ（http://www.jaka.jp/）をご覧下さい。
◆申込方法　京王観光WebまたはFAXにてお申込みください。
◆主　　　管　一般社団法人日本カバディ協会

【姫路市立花北体育館】
●JR播但線
　乗車約6分�野里駅下車徒歩約2分
●神姫バス
　姫路駅北口系統番号61・62・64・75�約20分
　野里駅前下車徒歩約2分

一般社団法人日本カバディ協会　事務局　河合　陽児
　〒170-0011　東京都豊島区池袋本町3-25-9-402
　TEL：03-6914-3047　　FAX：03-6914-3048　
　E-mail：kabaddifea21@jaka.jp

問い合せ先

花の北
市民広場

姫路市立花北
体育館



１０３ カバディ
近隣宿泊のご案内� 宿泊施設一覧／姫路市

姫
路
市

■会場一覧
市町村 種目 会場 マップ アクセス

総合開会式 アクリエ姫路 ②A JR姫路駅より徒歩10分

交歓の夕べ ホテルモントレ姫路 ②B JR姫路駅より徒歩1分

研究フォーラム 姫路市市民会館　他 ②C JR姫路駅より徒歩15分

【特別行事】ブーメラン
シロトピア記念公園 ②F JR姫路駅より徒歩12分

閉会行事 イーグレ姫路 ②D JR姫路駅より徒歩15分

ウォーキング 東御屋敷跡公園 ②E JR姫路駅より徒歩15分

【特別行事】パークゴルフ

【協賛行事】
トランポ・ロビックス

日本民踊

フォークダンス

【特別行事】ロボットで遊ぼう

【特別行事】チャレンジ・キッズ

ラダーゲッター

【特別行事】ACEボール

【特別行事】忍者ランド

【特別行事】スポーツ・レクリエーション体験

【特別行事】スポーツテンカ

【特別行事】ウォークラリー

【特別行事】マンカラ
姫路駅北にぎわい交流広場 ②G JR姫路駅北口

ヴィクトリーナ・ウインク体育館 ②I JR姫路駅南口よりバスで「中央体育館、姫路球場前」下車

大手前公園 JR姫路駅徒歩15分②H

マップ② 会場一覧／姫路市10

ク

イ
ア

キ

オ

ウ

エ

カ

・食事：[朝]=朝食付　　[無]※=朝食無（ホテル提供の無料朝食サービスがあります）　   [無]=朝食無し　　　[夕朝]=夕朝食付

レクリエーションダンス

■会場一覧

市町村 種目 会場 マップ アクセス

ユニカール

インディアカ

②J JR姫路駅南口よりバスで「中央体育館、姫路球場前」下車

姫路市立総合スポーツ会館 JR姫路駅北口よりバスで「中地」下車②K

ドッジボール

姫
路
市

ティーボール ウインク球場

スポーツチャンバラ
兵庫県立武道館 ②L JR姫路駅南口よりバスで「中央体育館、姫路球場前」下車

- 7,700円 7,700円 -

アクセス

JR姫路駅より徒歩10分

JR姫路駅より徒歩7分

JR姫路駅より徒歩5分

JR姫路駅より徒歩2分

JR姫路駅より徒歩1分

JR姫路駅より徒歩2分

JR姫路駅より徒歩1分

設定なし

設定なし

設定なし

- 9,000円 9,000円 -

JR姫路駅より徒歩8分

食事

[無]

[無]

[無]

[無]※

[無]

[無]※

[無]

[無]

8,700円 8,700円 -

7,200円 9,800円 9,800円 7,200円

設定なし

-

7,300円

9,300円

- 7,600円 7,600円

ホテル・施設名
9月16日 9月17日 9月18日 9月19日

宿泊申
込

記号

ツイン（バス・トイレ付)
9月16日

部屋
タイプ

地図
記号

宿泊申込
記号

シングル（バス・トイレ付)
9月17日 9月18日 9月19日

7,300円

東横INN姫路駅新幹線北口

S8 7,000円- 7,000円姫路キャッスルグランヴィリオホテル

T2

-

T3

7,300円

- -

ホテルモントレ姫路

東横ＩＮＮ姫路駅新幹線南口

ホテル日航姫路

7,300円 7,300円

11,500円

S6

ホテル　ウイングインターナショナル姫路

ホテルクレール日笠

ウ

イ S2 -

ダイワロイネットホテル姫路 - T1

S1 - 9,000円 9,000円ア

■宿泊施設/旅行代金（お一人様）

洋
室

S3 - 11,000円 11,000円

-

キ

ク

カ

オ S5 9,300円

エ 7,300円

-

S4 7,300円 7,300円

S7

11,500円

-

-

設定なし

（税金サービス料込）

　大会期間中のお弁当手配を承ります。
◆弁当取扱日　2022年 9 月17日（土）・ 9 月18日（日）・ 9 月19日（月）
◆弁 当 代 金　 1 食当たり 1，100円 （お茶付・消費税込）

　弁当・宿泊に関するお問い合わせ先
京王観光株式会社東京東支店　

「第76回全国レクリエーション大会2022ひょうご」京王観光受付センター
TEL：03-5367-4860　FAX：03-0770-0463
受付時間　10:00～17:00（土日祝休み）



第7６回
全国レクリエーション大会

2022ひょうご

令和 ４年 ９月１７日（土）～１９日（月・祝）

白鷺の地から広げよう！レクの楽しさ・交流・笑顔

「兵庫県マスコットはばタン」

主　　催　公益財団法人　日本レクリエーション協会

　　　　　特定非営利活動法人　兵庫県レクリエーション協会

　　　　　兵庫県　兵庫県教育委員会　

　　　　　姫路市はじめ開催市と各教育委員会

共　　催　スポーツ庁（予定）

主　　管　第76回全国レクリエーション大会2022ひょうご実行委員会

〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通 4－2－2
　　　　　　下山手ハイツ 2 F東
　　　　　　T E L：078－334－2065
　　　　　　F A X：078－334－2068

本大会は、スポーツ振興くじ助成金を受けて実施しています。

姫路市キャラクター  しろまるひめ

開催日 行事名 会　場 主な内容

17日
総 合 開 会 式 アクリエひめじ 開会式・表彰・アトラクション

交 歓 の 夕 べ ホテルモントレ姫路
交歓・交流・次期開催地PRタイム
兵庫県重要無形民俗文化財指定　大塩獅子舞

17日～19日
スポーツ・

レクリエーション
交流大会

県下 5市スポーツ・レク
リエーション施設

日本レクリエーション協会加盟種目
団体による交流大会（18団体）

18日～19日

研究フォーラム 姫路市市民会館 ワークショップ・セミナー等

協 賛 行 事 県下 2市スポーツ施設
スポーツ・レクリエーション交流大会
に参加する種目団体以外による交流大
会（ 3団体）

17日～19日
特 別 行 事

姫路駅北にぎわい交流広場
大手前公園

レクリエーション体験広場
18日～19日 シロトピア記念公園

19日
特 別 行 事 姫路城周辺 ウォークラリー

閉 会 式 イーグレ姫路 大会報告・ウォ―クラリー表彰式
大会旗引継ぎ・次期開催地によるPR


