
松本市 （人口239,635人） 【143施設】

住所： 並柳4-15 住所： 和田1058-2
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 横田4-413 住所： 寿北6-849
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 島内7553 住所： 笹賀119-1
電話： 0263-48-1110 電話： 0263-45-9511

住所： 両島3-1 住所： 今井1598
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 内田841 住所： 岡田町5080-9
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 平田1-963-3 住所： 和田850-1
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 島内1666-777 住所： 県1-3-20
電話： 0263-47-1427 電話： 0263-32-1818

住所： 芳川小屋955 住所： 神林5853
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-34-3254

住所： 笹賀5652-37 住所： 笹賀7570-3
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 新村1900 住所： 中山1742-8
電話： 電話： 0263-34-3000

住所： 神林1440-1 住所： 今井7037-7
電話： 電話： 0263-45-9511

住所： 稲倉8074-1 住所： 浅間温泉1-9-1
電話： 電話： 0263-46-5555

住所： 和田4010-1 住所： 沢村2-1824-2
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 今井7113-1 住所： 島内7412
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-48-1110

屋内プール
住所： 出川1-5-9 87 トレーニングジム
電話： トレーニング 0263-24-2111 88 屋内テニスコート

16 屋内プール 0263-24-1611

17 体育館 0263-45-9511 住所： 中央1-23-2
電話： 0263-45-9511

住所： 美須々5-1
電話： 0263-32-1818 住所： 内田758-1

電話： 0263-45-9511

住所： 和田1050-2
電話： 0263-45-9511

住所： 野溝東2-10-1 住所： 神林1558
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 島内1666-700 住所： 今井2231-1
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 里山辺2920-3 住所： 芳野4-1
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 両島5-50 住所： 島立3298-2
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 岡田町488-3 住所： 寿台6-2-1
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 県1-1947-4 住所： 寿豊丘424
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-45-9511

住所： 県1-3-29 住所： 入山辺1589-1
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-32-1389

73

芝沢運動広場
Ｓ57.４、6,128㎡、ソフトボール1面1

並柳運動広場
Ｓ50.４、9073㎡、野球・ソフトボール１
面

74

寿運動広場
Ｓ63.11、12,782㎡、野球1面、ソフトボー
ル2面、（ゲートボール8面）2

横田運動広場
Ｓ51.４、8,930㎡、
ソフトボール1面

75

笹賀運動広場
H5.4、10,507㎡、野球1面、ソフトボール1
面3

平瀬運動公園 H11. 4　野球場：14,682㎡、照明、野球2
面
運動広場：15,547㎡、野球2面、サッカー1
面　屋内ゲートボール場：1面

76

今井運動広場 H6.8、11,043㎡、野球1面、ソフトボール2
面
サッカー１面

4

西部運動広場
Ｓ61.6、11,320㎡、野球１面
ソフトボール１面、サッカー１面

77

岡田運動広場
H6.8、14,500㎡、野球2面、ソフトボール2
面5

内田運動広場
Ｓ51.４、18,472㎡、照明、野球１面
ソフトボール２面

78

和田運動広場
H6.8、11,258㎡野球1面、ソフトボール2
面、サッカー1面6

南部公園
H1.4、 10,000㎡、野球・ソフトボール1面
ゲートボール２面

79

蚕糸記念公園
S45,5、7,000㎡　ソフトボール1面7

あずさ運動公園 H1. 4、19,600㎡、照明、野球・ソフトボー
ル4面 テニスコート：全天候コート2面、ク
レーコート2面　屋内ゲートボール場：2面

80

西南公園
H6.4、7,550㎡　サッカー1面8

芳川公園
H8.4、8,000㎡　ソフトボール1面

81

笹賀流通団地公園
S61.3、 3,500㎡　ソフトボール1面

0263－48－0375（新村出張所）

9

大久保原公園
S51.3　14,057㎡、野球・フトボール１面

82

中山霊園多目的運動広場
H4.4、8,026㎡、野球1面、照明

0263-58-2039（神林出張所）

10

新村農村広場
Ｓ57.４、10,000㎡、野球・ソフトボール
２面

83

松本市サッカー場
H5.4、17,199㎡、照明、サッカー1面

0263-46-1500（本郷支所）

11

神林農村広場
Ｓ61.6、11,233㎡、野球・ソフトボール２
面

84

松本市野球場 H3.7、13,694㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール2面、屋内練習場2面（665×2）
ウォーキングコース

12

稲倉ふれあい広場
H8.4  8,000㎡　ソフトボール１面

14

松本市市民プール Ｓ50.6、50m競泳用1面、25m補助プール1
面　Ｓ54.6、スライダー2連15m1面、変形
プール320㎡1面

85

沢村市民プール
Ｓ60.9、25m競泳用プール1面、幼児漕280
㎡　1面13

西原公園
H3.4  8,000㎡　野球・ソフトボール１面

ラーラ松本
H11. 4、屋内温水プール：3,880㎡（流水
プール、造波プール、25mプール、幼児用
プール、スライダー 2連）
トレーニングジム：168㎡
エアロビクススタジオ：156㎡
屋内テニスコート：2面

松本市総合体育館
H3.8、メイン2,535㎡、照明、バスケット
ボール3面、バレーボール3面、バドミント
ン12面、テニス3面、ハンドボール1面、卓
球台36面：サブ1,110㎡、バスケットボー
ル1面、バレーボール2面、バドミントン4
面、テニス1面、卓球台10面：トレーニン
グルーム460㎡、2室

89

15

ゆめひろば庄内

86

91

H18.4、照明　トレーニングルーム：130㎡
屋内プール：25mプール1面、5mプール1
面、ジャグジー1面　　体育館：750㎡、バ
スケットボール1面、バレーボール1面、バ
ドミントン6面、フットサル1面、テニス1
面

芝沢体育館 Ｓ55.5、851㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
フットサル1面、卓球台2台

19 トレーニングルーム

中央体育館 H11.4、827㎡、照明、バレーボール2面、
バスケットボール１面、バドミントン4
面、テニス1面、卓球6台

90

内田体育館 H12.4、745㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台

18

92

神林体育館 Ｓ59.4、746㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球1台

20

芳川体育館 H8.4、751㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台

93

今井体育館
S63.2、424㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール1面、バドミントン3面21

島内体育館 Ｈ14.4、965㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面

94

南部体育館 H1.4、1,304㎡、照明、バスケットボール2
面、バレーボール2面、バドミントン6面、
テニス2面、卓球12台

22

里山辺体育館 S60.4、845㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台

95

島立体育館 H2.4、777㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン6面、
テニス1面、卓球2台

23

西部体育館 S61.1、746㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台

96

寿台体育館 照明、S57.9、729㎡、照明、バスケット
ボール1面、バレーボール2面、バドミント
ン4面、テニス1面、卓球2台

24

岡田体育館 H5.4、733㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台

97

寿体育館 H3.4、777㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン3面、
卓球2台

25

あがた運動公園芝生広場 H24.4
芝生面積10,656㎡
ウォーキングコース370ｍ

98

入山辺体育館
S55.3、431㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン1面、ミニバスケット1面26

あがた運動公園多目的広場
H25.4、20,452㎡、サッカー1面、野球1
面、ソストボール1面



住所： 笹賀2929 住所： 中央4-7-28
電話： 0263-58-2046 電話： 0263-45-9511

住所： 和田4010ｰ26
電話： 0263-45-9511

住所： 中央4-7-28
住所： 浅間温泉1-40-10 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

住所： 美須々1-1
住所： 岡田松岡88ｰ12 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-32-1818

住所： 芳川野溝945-1
住所： 浅間温泉1-9-2 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

住所： 和田3967-4
住所： 沢村2-1824-2 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

住所： 里山辺86-4
住所： 開智2-4-12 電話： 0263-33-2353
電話： 0263-45-9511

住所： 松本市沢村2-1824-20
住所： 筑摩3-3231 電話： 0263-34-3254
電話： 0263-45-9511

住所： 今井6885-1
住所： 新村240-1 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

住所： 入山辺三城8921
住所： 薄川沿い 電話： 0263-31-2229
電話： 0263-32-1818

住所： 三才山1871
住所： 蟻ヶ崎2455-1 電話： 0263-46-9990
電話： 0263-34-3254

住所： 寿台5-1-243
住所： 美須々5-1 電話： 0263-34-3254
電話： 0263-45-9511

住所： 中山1742-8
住所： 島立5231-4 電話： 0263-34-3000
電話： 0263-34-3254

住所： 神林5838
住所： 中山1742-8 電話： 0263-58-2039
電話： 0263-34-3000

住所： 島内1666
住所： 島内4347-1 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-34-3254

住所： 島立1213
住所： 会田2920 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

住所： 里山辺2836
住所： 取出121 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-64-3115

ゲートボール場 住所： 今井5612番30
電話： 0263-34-3254

住所： 会田694 住所： 穴沢779
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-64-3981

住所： 会田530-1 住所： 会田9033
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-64-3115

住所： 奈川1044-16 住所： 七嵐224
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-32-1818

Ｈ9.3　12,761㎡、街灯有、テントサイト7張、

住所： 奈川1044-16 住所： 岡田868番地2 東屋2棟、展望台1棟、多目的広場、

電話： 0263-45-9511 電話： 0263-46-2313（岡田出張所） トイレ（身障有）、水道、駐車場28台

住所： 奈川1044-16 住所： 奈川980
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-79-2304

住所： 奈川1173 住所： 奈川1044-16
電話： 0263-79-2121 電話： 0263-79-2770

住所： 奈川2212-6 住所： 奈川1575-2
電話： 0263-79-2121 電話： 0263-79-2001

S60.４、621㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン2面、テニス1面 S51.4、照明、柔道場2面、剣道場2面、ト

レーニング室

トレーニング室H3.10、778㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面

99

松本市柔剣道場

29

本郷体育館 H9.4、747㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
テニス1面、卓球2台、

100

101

27

笹賀農村環境改善センター

松本市弓道場
Ｈ20.４、2,140㎡　照明、近的12人立、
遠的5人立、巻藁練習場

30

松本市陸上競技練習場
H6.7、12,186㎡、トラック（400×6コー
ス）、投てき・跳躍、管理棟、照明

102

美須々屋内運動場
H1.12、2,583㎡、照明、クレーコート、テ
ニスコート4面

28

松本臨空工業団地体育館

104

松本臨空工業団地庭球場
H2.4、3,485㎡、全天候コート4面

31

浅間温泉庭球公園
S63.4、10,754㎡、照明、砂入人工芝コー
ト２０面

103

南部屋内運動場
H11.2、2,880㎡、照明、砂入り人工芝、テ
ニスコート4面、（ゲートボール4面）

33

開智公園運動場
S42.4、2,961㎡、クレーコート4面

105

美ヶ原温泉テニスコート
S60.4、4,122㎡、砂入人工芝コート５面

S54.3 5,970㎡　クレーコート６面

32

沢村軟式庭球場
S54.5、5,762㎡、クレーコート（軟式）4
面

34

庄内庭球場
S58.4、2,919㎡、クレーコート4面（軟
式）

109

美鈴湖もりの国

106

沢村公園

35

新村庭球場
S59.4、1,584㎡、クレーコート2面

107

松本市馬術競技場

108

三城いこいの広場ｷｬﾝﾌﾟ場
オートキャンプ（56サイト）、キャンプ場
（35張）、トリムアスレチック

36

松本市薄川ランニングコース
5ｋｍ・10ｋｍコース

S54.4、9,819㎡、照明、馬場3面、厩舎1棟

H7.4、オートキャンプ（53サイト）、マ
レットゴルフ9ホール

37

アルプス公園
S49.3、マレットゴルフ36ホール、アスレ
チックコース

110

寿台マレットゴルフ場
マレットゴルフ18ホール

38

総合体育館マレットゴルフコース
H3.8、マレットゴルフ9ホール

114

島立運動広場

111

中山霊園マレットゴルフ場
H8.5、マレットゴルフ18ホール

39

奈良井川緑地マレットゴルフ場
H8.10  36ホール

112

西南公園室内ゲートボール場

中山霊園ゲートボール場
H4.4、ゲートボールコート4面

113

島内マレットゴルフ場
H16.３　マレットゴルフ18ホール

41

島内公園
S61.3、ゲートボールコート4面

H5.4 ゲートボールコート２面

40

Ｈ15.10、17,912㎡、サッカー1面、野球2
面　ソフトボール2面

42

四賀運動広場 Ｓ51.3、14,508㎡、照明、野球2面（両翼
94ｍ センター122ｍ・内野芝無）、ソフト
ボール2面

115

山辺運動広場
H14.10、13,550㎡、サッカー1面、野球1
面、ソフトボール1面

43

穴沢運動公園

Ｓ56.3、8,544㎡、照明、ソフトボール1
面、クレーテニスコート4面、室内ゲート
ボール1面

116

鎖川緑地マレットゴルフ場
H8.10、マレットゴルフ18ホール

44

45

四賀体育館 Ｓ56.3、1,152㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、テニス1面

117

四賀Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｈ6.6、照明、上屋付プール25ｍ×6コース
1面、幼児用プール1面

46

四賀屋内ゲートボール場
H11.2、2,030㎡、照明、ゲートボール4面 118

菅ノ田マレットゴルフ場
Ｈ7.3、36ホール

47

木曽路原運動広場
Ｓ57.3、10,700㎡、多目的広場　野球・
サッカー・ソフトボール　１面

119

錦部運動広場
H25.4、8,276㎡、少年野球１面、ソフト
ボール１面

48

木曽路原体育館
Ｓ62.3、932㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン4面

120

芥子坊主農村公園

49

木曽路原運動広場テニスコート
Ｈ3、全天候コート6面

Ｓ51.12、450㎡、照明、バスケットボール
1面、バレーボール1面、バドミントン2面

50

野麦峠スキー場
Ｓ56、300,000㎡、リフト8基 122

木曽路原運動広場マレットゴルフ場
篯3、18ホール

121

寄合渡体育館

51

奈川高ソメキャンプ場
10,000㎡、テントサイト8張 123

奈川屋内スポーツ施設
Ｈ11.3、936㎡、照明、ゲートボール2面、
テニスコート1面



住所： 奈川29-1 住所： 奈川113-10
電話： 0263-79-2468 電話： 0263-79-2770

住所： 安曇79 住所： 安曇4017-4
電話： 0263-94-1122 電話： 0263-45-9511

住所： 安曇2742 住所： 安曇3994-21
電話： 0263-94-1122 電話： 0263-94-2307

住所： 安曇3994 住所： 安曇4017-4
電話： 0263-94-1122 電話： 0263-45-9511

住所： 安曇4294-3 住所： 安曇3994
電話： 0263-93-2645 電話： 0263-94-2307

住所： 安曇3994-20 住所： 安曇3417
電話： 0263-94-1100 電話：

住所： 安曇3974-7 住所： 安曇1028-2
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-94-1100

住所： 梓川梓7077-1 住所： 安曇2766-2
電話： 0263-45-9511 電話： 0263-94-2303

60 屋内ゲートボール場

61 マレットゴルフ 住所： 梓川倭4204-1
電話： 0263-78-5550

住所： 波田4417-178 133 キャンプ場
電話： 0263-45-9511

住所： 梓川梓816
住所： 波田10098-1 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511 135 柔道場

64 柔道場 136 剣道場

65 剣道場 137 卓球場

66 卓球場
住所： 波田1358-8

住所： 梓川391 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

波田扇子田運動公園 住所： 波田6170
住所： 波田230-1 電話： 0263-92-4836
電話： 0263-45-9511

住所： 波田116

波田扇子田運動公園　芝生運動場 電話： 0263-91-1055
住所： 波田127
電話： 0263-45-9511 住所： 波田6196-1

電話： 0263-45-9511
住所： 波田1389-2
電話： 0263-45-9511 住所： 惣社325

マレットゴルフ場 電話： 0263-45-9511

71 キャンプ場
住所： 三才山1830

住所： 入山辺1489-1 電話： 0263-45-9511
電話： 0263-45-9511

52

野麦峠オートキャンプ場
ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟｻｲﾄ30ｻｲﾄ、ｺﾃｰｼﾞ４棟、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ｺﾃｰｼﾞ３棟、マレットゴルフ場18ﾎｰﾙ

124

フォーレストフィールド奈川
Ｈ6.12、フィールドアスレチック、マウン
テンバイクコース

53

大野田運動広場
Ｓ58.10、1,387㎡、ゲートボール2面、テ
ニス1面（併用）

125

乗鞍体育館 Ｓ55.6、1,288㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン3
面、卓球6台

54

安曇体育館 Ｓ47.11、1,165㎡、照明、バスケットボー
ル1面、バレーボール2面、バドミントン3
面、卓球5台

126

いがやパターゴルフ場
Ｈ6、6,400㎡、18ホール

55

乗鞍高原17
オリエンテーリングコース 127

乗鞍テニスコート
Ｓ57.6、2,361㎡、全天候コート4面

56

Ｍｔ．乗鞍スノーリゾート(スキー場)
コース17、リフト8基 128

乗鞍マレットゴルフ場
Ｈ7.6、7,046㎡、27ホール

57

番所屋内ゲートボール場
Ｈ8.6、989㎡、照明、ゲートボール2面、
テニスコート1面（同時使用不可）

129

みどのダムサイドマレットゴルフ場
Ｈ5、960㎡（フェアーウェイ）、18ホー
ル

58

番所運動広場
Ｓ53.11（Ｈ10.11改修）、9,228㎡、照
明、ソフトボール1面、

130

島々ゲートボール場（屋内）
Ｈ12.12、498㎡、照明、ゲートボールコー
ト1面（併用）

波田中央運動広場
Ｓ58.10、9,076㎡、照明、野球1面、ソフ
トボール2面、サッカー1面

134

59

梓川ふるさと公園
131

132

波田B&G海洋センター
H8.6、照明、25ｍ×13ｍ 6コース、0.5ｍ
幼児用

梓川体育館

Ｓ52.11、アリーナ1,155.60㎡、照明、バス
ケットボール2面、バレーボール2面、バド
ミントン 6面           剣道・卓球室150.20
㎡、照明、剣道場2面、卓球台3台
柔道室100.14㎡、照明、柔道場1面

63

波田体育館

Ｓ52.4、1,480㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、剣道場 392㎡　2面、柔道室 70畳、卓
球室 4台

138

波田下島運動広場

62

Ｈ6.3、マレットゴルフ18ホール

139

波田屋内ゲートボール場
Ｈ3.6、942㎡、照明、ゲートボールコート
2面

68

Ｈ11.3、41,045㎡、照明、屋内テニスコー
ト2面（フットサル1面、ゲートボール2
面）、屋外テニスコート5面、3ｏｎ3バス
ケットコート3面、壁打ちテニスコート1面

Ｓ55.10、8,879㎡、ソフトボール2面

67

波田上川原マレットゴルフ場

140

Ｈ7.3、マレットゴルフ18ホール

70

波田リバーパーク

Ｈ3.3、22,058㎡　マレットゴルフ18ホー
ル、キャンプ10面

142
Ｈ27.3、天然芝10,700㎡　1面
　　　　人工芝8,670㎡　（照明）１面
  　多目的広場　580㎡　（照明）１面

Ｈ27.7　競争路1周333.33m　最大斜度36
度

松本市かりがねサッカー場

69 Ｈ8.3、7,000㎡、サッカー1面

141

波田中沢マレットゴルフ場

143

松本市美鈴湖自転車競技場

72
Ｓ56.４、4,428㎡、照明、ソフトボール1
面

入山辺運動広場

Ｈ11.3、483㎡、照明、ゲートボール1面
（併用）

梓川地域休養施設
Ｓ62.4 グラウンド8,100㎡、ソフトボール2
面、テニスコート500㎡、クレーコート1
面、キャンプ場300㎡、テントサイト8張

H15.3　多目的グラウンド13,000㎡、照明
ソフトボール2面、サッカー1面（一部芝面）
屋内多目的運動場999㎡、照明、屋内ゲートボー
ル2面　　自由の広場10,000㎡：マレットゴルフ
場40,000㎡、27ホール
パークゴルフ場4,000㎡

安曇屋内交流広場（稲核）



大町市 （人口 27,698人） 【43施設】

住所： 大町市常盤5638-44 住所： 大町市平9707-2

電話： 0261-22-8855 電話： 0261-22-8855

総合体育館（メイン）
住所： 大町市平10352-2
電話： 0261-22-8855

28 柔剣道場

4 サッカー場 S53.4、12,401㎡、西洋芝（105m×80m） 住所： 大町市八坂8408
電話： 0261-26-2380

住所： 大町市八坂8411-2
電話： 0261-26-2380

7 全天候テニスコート S59.5、2,909㎡、照明、オムニコート4面

8 クレーテニスコート S57.4、2,816㎡、照明、クレーコート4面 住所： 大町市八坂8408
電話： 0261-26-2380

住所： 大町市八坂14850-120
電話： 0261-26-2380

八坂トレーニングセンター
住所： 大町市八坂11642
電話： 0261-26-2380

大町市八坂ゲートボール場
住所： 大町市八坂14850-120
電話： 0261-26-2380

住所： 大町市大町4687 住所： 大町市美麻（新行）14239
電話： 0261-22-8855 電話： 0261-29-2311

15 スケート場（冬季）
住所： 大町市美麻（新行）13707

住所： 大町市大町4710 電話： 0261-29-2311
電話： 0261-22-8855

住所： 大町市美麻（新行）14250-1
住所： 大町市平9370-1 電話： 0261-29-2311
電話： 0261-22-8855

住所： 大町市美麻（千見）28751-1
住所： 大町市平9539-3 電話： 0261-29-2311
電話： 0261-22-8855

住所： 大町市美麻（二重）11690-1
住所： 大町市平9365-1 電話： 0261-29-2311
電話： 0261-22-8855

住所： 大町市美麻（二重）8410
住所： 大町市平10639-1 電話： 0261-29-2311
電話： 0261-23-6101

21 トレーニングジム 住所： 大町市美麻（大塩）3366
電話： 0261-29-2311

住所： 大町市常盤3516-38 42
電話： 0261-22-8855 43

23 スケート場（冬季）

住所： 大町市社8200
電話： 0261-22-8855

住所： 大町市社3945-3
電話： 0261-22-8855

塩尻市 （人口 67,364人） 【28施設】

住所： 塩尻市大門　6-5-27 住所： 塩尻市広丘原新田303-2
電話： 0263-53-1001 電話： 0263-53-1001

柔道場 多目的運動場

テニスコート

相撲場

住所： 塩尻市大門1-1-1 住所： 塩尻市広丘原新田291-1
電話： 0263-54-3939 電話： 0263-53-1001

住所： 塩尻市宗賀73-236 住所： 塩尻市広丘野村1899-1
電話： 0263-53-1001 電話： 0263-52-0280

住所： 塩尻市宗賀73-236 住所： 塩尻市広丘吉田440-3
電話： 0263-53-1001 電話： 0263-52-0280

大町市美麻運動場

大町市美麻丸山公園運動場

大町市美麻テニスコート

11
S57、Ｓ63.9、742ｍ（北コース18ホー
ル）、875ｍ（南コース18ホール）

S43.5、24,595㎡、野球場2面、ソフトボー
ル4面、サッカー2面 19

角前運動公園
H2.4　テニスコート2面

塩尻市屋内ゲートボール場
H2.2、1,080㎡、照明、ゲートボール2面、
屋外コート3面 20

長者原公園
H53.3　6,500㎡　野球1面

H15.6　2,400㎡　人工芝コート2面
S42.7、100㎡、土俵1基

H12.11　8,100㎡
ソフトボール2面

18

塩尻市立広丘体育館 S53.4　776㎡　バレーボール１面、バス
ケットボール１面  バドミントン3面、ソフ
トテニス1面、卓球３台

S42.7、226㎡、照明、柔道場1面

大町市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫
S54.11、450㎡（船艇庫面積）、ヨット、
カヌー、ウィンドサーフィンほか

27
S54.11、照明、747㎡（バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン3
面）、525㎡（柔道（50畳）、剣道、空手
道）

Ｓ49.10、11,000㎡、照明、野球1面、ソフ
トボール2面

16

塩尻北部公園

Ｓ60.10、6,000㎡、照明、ソフトボール1
面、ゲートボール10面

34

2

1

大町市運動公園
S63.10、照明、メイン1,627㎡（バスケッ
トボール2面、バレーボール3面、バドミン
トン10面、テニス2面、卓球15台)、サブ
558㎡（バスケットボール1面、バレーボー
ル1面、バドミントン3面）、トレーニング
（トレーニング器具10台）

26

3
S52.4、21,755㎡、日本陸連4種公認400m
×8コース（フィールド内ローン）陸上競技場

総合体育館（サブ）

29

S61.4、12,677㎡、両翼92m、センター
120m（外野ローン）5

マレットゴルフ場

第一屋内運動場

多目的広場

野球場

10 第二屋内運動場
H29.9　1,997㎡　照明、ゲートボール2
面、テニス2面、フットサル2面

Ｈ7.4、9,600㎡、18ホール
6

S62.5、10,005㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール2面、サッカー1面

31

大町市八坂テニスコート

30

大町市八坂マレットゴルフ場

9
H6.12、987㎡、照明、ゲートボール2面、
テニス1面、ミニサッカー１面

Ｈ11.3、1,636㎡、照明、テニス2面、ゲー
トボール2面（人工芝）

Ｓ58.8、1,703㎡、照明、バスケットボー
ル1面、バレーボール2面、バドミントン4
面、フットサル1面

32

Ｓ48、6,492㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール2面（各種スポーツ競技）

Ｈ5.4、1,467㎡、照明、屋内ゲートボール
1面（人工芝）13

S42.4、12,198㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール2面、サッカー1面（冬期はスケート
場）

多目的芝生広場

33

S25.8、2,800㎡、グラウンドゴルフ、ゲー
トボールほか

S62.5、865㎡、照明、近的6人立、遠的6人
立

Ｈ4.5、28,873㎡、野球2面、ソフトボール
2面、サッカー・ラグビー1面

大町市八坂山村広場

12

17

大町市平運動場
S35.4、12,071㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール2面、サッカー1面

大町市西公園体育館 S42.4、966㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール1面、バドミントン3面、
剣道・空手道

35

18

大町市平野球場
S35.4、10,550㎡、野球1面、ソフトボール
1面

37

14

大町市西公園運動場

16

36

Ｈ3.3、5,857㎡、人工芝コート6面

大町市美麻千見ゲートボール場

20

大町市アミューズメントハウス

38

39
Ｓ56.　650㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール1面、バドミントン3面

Ｓ58.7、2,567㎡、照明、ゲートボール2面

美麻トレーニングセンター

大町市美麻大塩ゲートボール場

22

40

大町市美麻・二重屋内ゲートボール場
Ｈ4.12、1,411㎡、照明、ゲートボール1面

H8.5. 20、照明　屋内温水プール：350.38
㎡（変形プール、25mプール、児童プー
ル、スライダー 70ｍ）
トレーニングジム：53.30㎡

大町市常盤運動場

19

大町市平ゲートボール場 
S57、1,550㎡、ゲートボール2面（ロー
ン）

S42.4、9,845㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール1面（冬期はスケート場）

41

（鹿島槍スキー場）

（爺ガ岳スキー場）

17

24

やしろ公園運動広場
H8.4、5,000㎡、照明、ソフトボール1面

S57.6、11,279㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール1面

1
S42.7、2,602㎡、照明、バスケットボール
2面、バレーボール2面、テニス2面、バド
ミントン8面、卓球17台

25

大町市Ｂ＆Ｇ海洋センター多目的広場

塩尻市立体育館

2

3

4

5

塩尻トレーニングプラザ
H16.4、1,739.35㎡、体育館、トレーニング
ルーム、トレーニングジム

6

塩尻市営総合運動場

Ｓ61.3、1,171㎡、照明、ゲートボール2面

弓道場

大町市八坂運動場

大町市Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館



住所： 塩尻市大字宗賀4010-2 住所： 塩尻市広丘吉田10-5
電話： 0263-52-0280 電話： 0263-52-0280

住所： 塩尻市広丘高出1818-3 住所： 塩尻市片丘5378-3
電話： 0263-53-1001 電話： 0263-52-0125

住所： 塩尻市広丘高出1486-699 住所： 塩尻市片丘5073
電話： 0263-52-6662 電話： 0263-52-0280

住所： 塩尻市広丘高出1486-194 住所： 塩尻市贄川2096
電話： 0263-52-6662 電話： 0263-53-1001

運動広場

サッカー場 住所： 塩尻市奈良井1064
電話： 0263-53-1001

東テニスコート
住所： 塩尻市木曽平沢1474

西テニスコート 電話： 0263-53-1001

住所： 塩尻市金井656-1
住所： 塩尻市塩尻町1226-1 電話： 0263-54-0993
電話： 0263-52-2346

住所： 塩尻市北小野488-1
住所： 塩尻市塩尻町1080 電話： 0263-52-0280
電話： 0263-53-1001

安曇野市 （人口97,800人) 【59施設】

住所： 豊科南穂高4985 住所： 三郷明盛1885-1
電話： 0263-73-3011 電話： 0263-77-7521

住所： 豊科279-1 住所： 三郷明盛4775-3
電話： 0263-73-3011 電話： 0263-77-7521

32 柔道場
住所： 豊科南穂高2866 33 剣道場
電話： 0263-73-3011 三郷文化公園グラウンド

住所： 三郷明盛4775-3
住所： 豊科南穂高2866 電話： 0263-77-7521
電話： 0263-73-3011 三郷文化公園テニスコート

豊科南部総合公園テニスコート 住所： 三郷明盛4775-3
住所： 豊科高家4882 電話： 0263-77-7521
電話： 0263-73-3011

住所： 三郷小倉3483-1
住所： 豊科高家4882 電話： 0263-77-7521
電話： 0263-73-3011 三郷黒沢マレットゴルフ場

住所： 三郷小倉5484-1
住所： 豊科高家800-1 電話： 0263-77-7521
電話： 0263-73-3011 三郷屋内ゲートボール場

住所： 三郷明盛2197-4
住所： 電話： 0263-77-8080
電話：

住所： 三郷小倉6524-1
住所： 豊科田沢犀川左岸 電話： 0263-77-5531
電話： 0263-73-3011

住所： 三郷小倉6524-9
住所： 豊科田沢犀川左岸 電話： 0263-77-5212
電話： 0263-73-3011

住所： 堀金三田3570-1
住所： 豊科5670 電話： 0263-72-6795
電話： 0263-73-3011 堀金総合体育館メインアリーナ

住所： 堀金烏川2662
住所： 豊科5670 電話： 0263-72-6340
電話： 0263-73-3011 堀金総合体育館サブアリーナ

住所： 堀金烏川2662
住所： 豊科4027-2 電話： 0263-72-6340
電話： 0263-73-3011 堀金総合体育館柔剣道場

豊科屋内ゲートボール場 住所： 堀金烏川2662
住所： 豊科278-1 電話： 0263-72-6340
電話： 0263-73-3011

15 屋外ゲートボール場 住所： 堀金三田3570-1
電話： 0263-72-6795

住所： 穂高5０47 堀金多目的屋内運動場
電話： 0263-82-5970 住所： 堀金烏川2697-1

電話： 0263-72-6340

住所： 堀金烏川11-1
電話： 0263-73-8500

30

28

43

36

38

45

47

5 Ｈ10.6、照明、砂入り人工芝コート10面

2

豊科南社会体育館

41

4

H6.7、1,380㎡、照明、ゲートボール2面
（人工芝）、卓球20台

14

塩尻市小坂田公園マレットゴルフ場
H25、36ホール

27

塩尻市立楢川屋内運動場（すぱーく楢川)

S61.7、9,800㎡、18ホール

S62.4、4,570㎡、照明、クレーコート5面

13 H18.4、2,825㎡、照明、人工芝コート4面

S53.4、24,371㎡、照明、野球場1面、

11
H26.4、8,688㎡、人工芝コート1面（少年
用）

25

塩尻市立楢川体育館
S56.5、4,800㎡、照明、アリーナ（バレー
ボール2面）、柔道場1面、剣道場1面

塩尻市弓道場
H8.8、892㎡、照明、近的10人立 23

15

塩尻市小坂田公園多目的運動場
Ｈ6.3、12,000㎡、照明、
サッカー1面、ソフトボール2面

12
26

S59.1　ゲートボール場　1面ゲートボール場　1面

運動広場　8,217㎡

10

塩尻市中央スポーツ公園

S61.4、24595㎡、野球2面、ソフトボール
4面、サッカー2面、陸上200mトラック

24

Ｈ59.4　913㎡　バレーボール2面、バス
ケットボール2面、バドミントン6面、テニ
ス1面

9

塩尻市営野球場
S40.7、12,305㎡、センター120m、両翼
90m（外野芝生：約2100㎡） 22

片丘農業者トレーニングセンター

21

吉田若宮公園

三郷体育館

塩尻市営楢川運動場

3

豊科勤労者総合スポーツ施設体育館
Ｈ7.9、1,152㎡、照明、バスケットボール
2面、バレーボール2面、バドミントン6面

1

市営県民豊科運動広場
Ｓ53.5、34,884㎡、照明、野球2面

豊科勤労者総合スポーツ施設テニスコート
Ｈ7.10、1,600㎡、照明、砂入り人工芝
コート2面

Ｓ48.3、1,164㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、ソフトテニス1面

7

塩尻市牧野農村公園

8

H5.3、578㎡、照明、ゲートボール1面

6

豊科南部総合公園マレットゴルフ場
Ｈ8.2、3,938㎡、27ホール全長1,072m

室山アグリパークパターゴルフ場
H4.8、18ホール

7

高家公園グラウンド
Ｓ42.4、8,000㎡、野球1面

8

9

豊科水辺公園マレットゴルフ場
Ｈ13.8、約19,000㎡、18ホール全長953m

Ｓ47.7、8,385㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール1面

37

11

豊科武道館柔道場
Ｓ61.11、624㎡、照明、柔道2面

40

室山アグリパークテニスコート
3,016㎡、全天候コート2面、クレーコート
2面

10

豊科水辺マレットノース18
Ｈ8.11、約15,000㎡、18ホール全長812m

39

42
Ｈ1.6、照明、1,325㎡、バスケットボール
2面、バレーボール2面、バドミントン6面

12

豊科武道館剣道場
Ｓ29.6、883㎡、照明、剣道3面

Ｈ1.6、照明、500㎡、バレーボール1面、
バドミントン2面

13

豊科弓道場

Ｓ58.3、12,650㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面

44
Ｈ1.6、照明、565㎡、柔道場1面、剣道場1
面

14

H8.8、17,000㎡、18ホール

市営堀金総合運動場

市営堀金総合運動場テニスコート
H17改修　照明、砂入り人工芝コート３面

Ｈ11.12、1,256.1㎡、照明、テニス（砂入
人工芝）1面、フットサル1面、ゲートボー
ル2面

46

Ｓ57.7、約12,000㎡、27ホール全長
1,293m

Ｈ1.3、9,409㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール1面

31

三郷文化公園体育館

塩尻市みどり湖畔マレットゴルフ場

Ｈ4.6、照明、1,656㎡、バスケットボール
1面、バレーボール2面、バドミントン6
面、柔道場1面、剣道場1面

34

Ｓ41.4、945㎡、照明、バスケットボール2
面、バレーボール2面、バドミントン4面

ゲートボール場　1面

Ｓ61.4、3,016㎡、砂入り人工芝コート4面

Ｓ51.3、109㎡、照明、近的5人立

35

ほりでーゆ～四季の郷ﾊﾟﾀｰ・ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ場

Ｈ6.3、645㎡、照明、ゲートボール1面、
その他球技等屋内トレーニング

片丘農村広場

三郷競技場

塩尻市入田川農村公園

梓橋運動広場

豊科高家梓川左岸

0263-73-3011

S55、約7,000㎡、野球1面(水害により面積
減)

16
穂高総合体育館 Ｓ55.2、照明、1,681㎡、バスケットボー

ル2面、バレーボール2面、バドミントン8
面、卓球台6台、フットサル2面

17 柔剣道場 Ｓ55.2、照明、337㎡、柔道1面、剣道1面

18 テニスコート
Ｓ55.2、3,200㎡、照明、砂入り人工芝
コート4面



須砂渡キャンプ場
住所： 穂高牧1900-1 住所： 堀金烏川11-1
電話： 0263-82-5970 電話： 0263-72-6976

憩いの森オートキャンプ場
住所： 穂高柏原2814-5 住所： 堀金烏川11-1
電話： 0263-82-5970 電話： 0263-73-9122

明科体育館
住所： 穂高北穂高2093-2 住所： 明科中川手3167-1
電話： 0263-82-5970 電話： 0263-62-4605

51 柔道場
住所： 穂高牧1928 52 剣道場
電話： 0263-82-5970 市営明科農村広場

住所： 明科七貴7980
住所： 穂高有明6003-1 電話： 0263-62-4605
電話： 0263-82-5970

住所： 明科中川手4357
住所： 穂高5747 電話： 0263-62-4605
電話： 0263-82-5970 龍門渕公園テニスコート
権現宮マレットゴルフ場 住所： 明科中川手4357
住所： 穂高8425-1 電話： 0263-62-4605
電話： 0263-82-0097

穂高立足マレットゴルフ場 住所： 明科中川手犀川右岸
住所： 穂高有明6014-1 電話： 0263-62-4605
電話： 0263-82-5970

住所： 明科中川手犀川右岸
住所： 穂高北穂高1660-1 電話： 0263-62-4605
電話： 0263-82-5970

住所： 明科光3573-35
住所： 豊科高家2303-4 電話： 0263-62-6235
電話： 0263-73-3011 長峰山マレットゴルフ場

29 アーチェリー場 住所： 明科光3573-35
電話： 0263-62-6235

木曽町 （人口 11,169人） 【34施設】
木曽町温水プール
住所： 木曽町福島5807-2 住所： 木曽町日義4868‐30
電話： 0264-24-0360 電話： 0264-23-8623

屋内プール

2 住所： 木曽町日義304-1
電話： 0264-26-2711

住所： 木曽町新開1305 木曽町開田高原総合運動場
電話： 0264-22-2251 住所： 木曽町開田高原西野5227‐65

電話： 0264-44-2046
住所： 木曽町新開3984 体育館
電話： 0264-22-2251

21 柔剣道場 S57.3、286㎡、照明、柔道、剣道、卓球

住所： 木曽町新開4373 22 卓球場
電話： 0264-22-2251 テニスコート

木曽町福島テニスコート
住所： 木曽町新開3984 西野ゲートボール場 H3.5、900㎡、2面

電話： 0264-22-2251 住所： 木曽町開田高原西野
電話： 0264-42-3331

住所： 木曽町新開折橋10034 下条ゲートボール場 H2.5、450㎡、1面

電話： 0264-27-6021（民間） 住所： 木曽町開田高原西野柳又
電話： 0264-42-3331

住所： 木曽町新開大原 夕山ゲートボール場 H1.5、450㎡、1面

電話： 0264-22-2251 住所： 木曽町開田高原西野
電話： 0264-42-3331

住所： 木曽町福島 H2.8、36ホール、身障者用9ホール

電話： なし 住所： 木曽町開田高原西野1-2
電話： 0264-42-3001

住所： 木曽町福島3‐1 開田高原保健休養地テニス場 S48、ハードコート6面

電話： 0264-22-2766（民間） 住所： 木曽町開田高原西野6321
電話： 0264-44-2118

住所： 木曽町日義3622 開田高原キャンプ場 S32.5、30,000㎡、テントサイト50張

電話： 0264-26-2711 住所： 木曽町開田高原西野6320-1
電話： 0264-44-2634

住所： 木曽町日義3622-ロ 木曽町三岳総合グラウンド Ｓ51.3、10,638㎡、照明、野球2面

電話： 0264-26-2711 住所： 木曽町三岳10.823
電話： 0264-46-2001（教育委員会）

木曽町日義体育館 H7.7、1,083㎡、照明、バスケットボール2
面、バレーボール2面、バドミントン4面、
ソフトテニス1面

29

30

10

木曽町きそふくしまスキー場
S62.2、405,000㎡、リフト5基、センター1
棟、休憩所1棟

58

S60. 2、S62.11、3,552㎡、3,058㎡、ク
レーコート10面

5

木曽町木曽福島体育館 S58.4、1,440㎡、照明、バスケットボール
2面、バレーボール2面、テニス2面、バド
ミントン6面

6 H4.12、1,258㎡、照明、オムニコート4面

Ｈ3.10、572㎡、ゲートボール場1面

19

7

11

木曽町日義野球場
S58.4、10,270㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール2面

18

20

26

28

25

S59.10、13,000㎡、野球、ソフトボール、
サッカー 他

S56.3、2,194㎡、照明、バレーボール2面、バスケット
ボール2面、バドミントン4面

27

23

24

56

Ｈ19.3・改良、18,964㎡、36ホール全長
1,637m

28

55

59

54

S62.4、テントサイト40区画、バーベ
キューハウス1棟、いろりハウス3棟、トイ
レ棟１棟、炊事棟１棟、管理棟１棟、コ
テージ6棟

S50.7、7,700㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール2面

Ｈ16.6、60,510㎡、36ホール

H19、13,750㎡、野球1面、ソフトボール1
面、サッカー1面

長峰山森林体験交流センター天平の森

市営西穂高運動場

H26.6、18,454㎡、野球2面、ソフトボール
2面、サッカー1面、アーチェリー場

市営北穂高運動場

高家スポーツ広場

53
Ｓ55.12、10,920㎡、野球1面、ソフトボー
ル2面

Ｈ1.6、2,126㎡、25ｍプール、流水プー
ル、子どもプール、ちびっこプール

Ｈ13.10、25,250㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面

Ｓ56.4、1,200㎡、砂入り人工芝コート2面

龍門渕公園運動広場

H8.4、オートキャンプ場

57

御宝田水のふるさと公園マレットゴルフ場

Ｈ16.6、19,596㎡、27ホール全長1,585m

御宝田水のふるさと公園多目的グラウンド

26

25

23
市営有明運動場

Ｓ56.10、21,543㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面、サッカー1面

22
市営牧運動場

24
穂高プール

21

S52.7、10km・10ポイント

9

牧体育館

48

20

1

H29. 7、照明、エレベーターあり
1 F：25mプール5コース、幼児・低学年用
プール、歩行用プール、ジャグジー浴槽
　　　 ※25ｍプールに昇降用リフトあり
2 F：トレーニングジム、多目的室
　　　　　　　　　　延床面積1,633.31㎡

27
高瀬川河川内緑地マレットゴルフ場

H14.5、36,331㎡、18ホール全長869m

3

4
木曽町福島野球場

H4.5、10,638㎡、照明、野球1面、（両翼
90m・センター115m）

トレーニングジム

木曽町民相撲場
屋外相撲場１・屋内相撲場２

S38.4、38,858㎡、照明、テントサイト180
張、バンガロー20棟、センター2棟

12

Ｈ10.3、6,400㎡、照明、サッカー1面、ラ
グビー1面

Ｓ63.3、9,222㎡、照明、ソフトボール1面

Ｈ10.3、420㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン1面

H6.4、1,850㎡、18ホール

49
テントサイト32区画、炊事・トイレ棟2
棟、管理棟1棟

50 Ｓ57.4、1,840㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン６
面、フットサル2面、柔道場1面、剣道場1
面

S62.4、クレーコート6面

開田高原夕山マレットゴルフ場

19

17

木曽駒森林公園テニスコート

8

木曽町オリエンテーリングコース　　　　　　

義仲ふるさと広場ゲートボール場

木曽町福島ゲートボール場
S52.7、9,785㎡、8ヶ所・8面

木曽駒高原キャンプ村



木曽町三岳相撲場 H13.9改築、土俵1

住所： 木曽町日義1783 住所： 木曽町三岳6634-1
電話： 0264-26-2711 電話： 0264-46-2001（教育委員会）

H12.9、1,980㎡、18ホール

住所： 木曽町日義4868‐30 住所： 木曽町三岳6634-1
電話： 0264-23-8623 電話： 0264-46-2001（教育委員会）

住所： 木曽町日義94-1 住所： 木曽町開田高原西野5346-1

電話： 0264-26-2711 電話： 0264-44-1111（民間）

住所： 木曽町日義125 住所： 木曽町日義5230-1

電話： 0264-26-2711 電話： 0264-23-8260（民間）

上松町 （人口 4,540人） 【7施設】

住所： 上松町大字小川1706 住所： 上松町大字荻原1552
電話： 0264-52-2111 電話： 0264-52-5070

住所： 上松町大字小川2439 住所： 上松町大字荻原1212-1
電話： 0264-52-2111 電話： 0264-52-2111

住所： 上松町大字小川1706 住所： 上松町大字上松1888
電話： 0264-52-2111 電話： 0264-52-2111

住所： 上松町大字荻原1531
電話： 0264-52-2111

南木曽町 （人口4,138人） 【12施設】
南木曽町社会体育館

住所： 南木曽町吾妻81‐1 住所： 南木曽町読書2972‐1

電話： 0264-57-3335 電話： 0264-57-3335

南木曽町三留野分館広場相撲場
住所： 南木曽町吾妻81‐1 住所： 南木曽町読書東町
電話： 0264-57-3335 電話： 0264-57-3335

南木曽町北部運動広場
住所： 南木曽町吾妻3859-39 住所： 南木曽町読書戸場
電話： 0264-57-3335 電話： 0264-57-2649

運動広場
住所： 南木曽町読書沼田
電話： 0264-57-4416

住所： 南木曽町吾妻広瀬 住所： 南木曽町田立1349
電話： 0264-58-2431 電話： 0264-57-3335

運動広場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住所： 南木曽町読書与川
電話： 0264-57-3665

木祖村 （人口　2,913人） 【15施設】

住所： 木祖村小木曽295‐1 住所： 木祖村薮原461

電話： 0264-36-3348 電話： 0264-36-3348

住所： 木祖村薮原1191‐1 住所： 木祖村薮原1191‐1
電話： 0264-36-3348 電話： 0264-36-3348

木祖村弓道場
住所： 木祖村管2967 住所： 木祖村薮原1191‐1
電話： 0264-36-3322 電話： 0264-36-3348

住所： 木祖村管2967 住所： 木祖村小木曽3362
電話： 0264-36-2777 電話： 0264-36-2777

住所： 木祖村薮原1191-1 住所： 木祖村菅416-5先
電話： 0264-36-2001 電話： 0264-36-2001

住所： 木祖村小木曽1574-2 住所： 木祖村管2967
電話： 0264-36-3348 電話： 0264-36-2777

ハーフマラソン公認コース 住所： 木祖村管2967
住所： 木祖村管2967 電話： 0264-36-2777
電話： 0264-36-2001

住所： 木祖村管2967
電話： 0264-36-2777

31

34

1

上松町社会体育館 S48.3、1,250㎡、照明あり、
バレーボール2、バドミントン6、
テニス1､フットサル1
H25年度耐震含む大規模改修済み

木曽駒森林公園マレットゴルフ場

世代間交流プラザ山吹館

木曽町日義弓道場

5

上松町B&G海洋センター H3.6、880㎡、照明あり、
大プール25m 6コース、小プール1
H27大規模改修済

2

上松町寝覚町民運動場
S59.10、4,500㎡、照明あり、
テニス（クレー）3面 6

上松町荻原体育館
838㎡、照明あり、バレーボール1、
バスケットボール1、バドミントン2

3

上松町民相撲場
S47、30㎡、照明なし、相撲場1 7

上松町寝覚マレットゴルフ場 H26.12、照明なし、１８ホール
(クレイ＆芝 各９ホール)
H27東屋２棟建設済

4

上松町下河原町民運動場 S56.7､13,000㎡、照明あり、サッカー2、
野球1、ソフトボール2、軽スポーツ芝公園
1

1

南木曽町総合グラウンド
S52.5、10,600㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール１面 7

H2.3、1,300㎡、照明、バスケットボール2
面、バレーボール2面、バドミントン6面

2

南木曽町テニスコート
S52.5、1,200㎡、照明、クレーコート1面 8 S59.5、57㎡、照明、土俵1基

3

南木曽町蘭社会教育施設

S58.4、3,191㎡、照明､多目的
9 S58.10、3,126㎡、照明、多目的

10

南木曽町天白公園マレットゴルフ場　　　　　　　　　
H4.3、1,600㎡、9ホール パー36

4
S58.4、577㎡、照明､バスケットボール1
面､バレーボール1面

5

南木曽町広瀬運動広場
S54.10、2,775㎡、照明、多目的

11

南木曽町田立社会教育施設

体育館

H5.4、6,696㎡、照明､多目的

6

南木曽町与川運動広場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
H元.10、3,316㎡、照明、多目的

12
H5.4、812㎡、照明､バスケットボール1面､
バレーボール1面体育館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

木祖村運動場

S55.3、11,823㎡、照明、野球1面 9

木祖村相撲場

S63.11、81㎡、土俵1面

2

木祖村社会体育館　　　　　　　 S59.12、1,103㎡、照明、バスケットボー
ル1面、バレーボール2面、バドミントン4
面、テニス1面、卓球5台

10

木祖村総合コート
S60.9、3,381㎡、照明、クレーコート2
面、全天候コート2面、ゲートボール1面

3

やぶはら高原スキー場
S7.12、50ha、リフト6基 11 H8.12、照明、近的6人立

4

こだまの森テニスコート
H3.11、全天候オムにコート3面 12

こだまの森多目的運動場
S61.5、15,000㎡、（高麗芝）多目的広
場、サッカーなど

5

木祖村生き生きマレットゴルフ場
H18.4　18ホール 13

吉田マレットゴルフ場
H18,7　18ホール

6

木祖村ゲートボール場
S61.5、1ha、1ヶ所 1面 14

こだまの森レジャープール
H6、屋外25m×3コース 1面、ピアノ型
プール1面

7

やぶはら高原

H8.5、21.0975km
15

こだまの森キャンプ場
S61.5、1ha、テントサイト25張、ケビン8
棟、コテージ3棟、アスレチック

8

こだまの森マレットゴルフ場
H25.4　18ホール

開田高原マイヤスキー場

ケビン(8人用)５棟…キッチン・シャワー・
水洗トイレ・テントサイト(５人用)３２区
画…炉付き

木曽町三岳マレットゴルフ場

木曽駒オートキャンプ場
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13

14

15

16

S58.4、2,200㎡、照明、クレーコート3面

S62.4、18ホール

H4.12、168㎡、照明、室内ゲートボール1
面

S57.4、310㎡、照明、近的5人立

木曽町日義庭球場



王滝村 （人口 763人) 【9施設】

住所： 王滝村4713-2 住所： 王滝村3159-3
電話： 0264-48-2001 電話： 0264-48-2001

野球場

2 多目的グラウンドＡ 住所： 王滝村小川4093-1

3 多目的グラウンドＢ 電話： 0264-48-2001

住所： 王滝村3557 住所： 王滝村4624番地10
電話： 0264-48-2001 電話： 0264-48-2134

住所： 王滝村3162 住所： 王滝村5168-2
電話： 026-48-2240 電話： 0264-48-2001

大桑村 （人口 3,735人) 【15施設】

住所： 大桑村殿1-58 住所： 大桑村野尻2283
電話： 0264-55-1020 電話： 0264-55-3488

多目的運動広場 伊奈川児童遊園地

2 マレットゴルフコース 住所： 大桑村長野160-8
電話： 0264-55-3080

東児童遊園地

4 ゲートボール場 Ｓ61.10、1,180㎡、ゲートボールコート2面 住所： 大桑村長野1119-1

5 ジョギングコース Ｈ1.3、1㎞・2㎞・3㎞の3コース 電話： 0264-55-3080

西児童遊園地
住所： 大桑村殿1-24 住所： 大桑村長野2614-1
電話： 0264-55-1020 電話： 0264-55-3080

7 柔剣道場 Ｓ50.3、155㎡、柔道場1面、剣道場1面 弓矢ふれあい公園
住所： 大桑村長野2786-3

住所： 大桑村野尻 電話： 0264-55-3080
電話： 0264-55-4455

テニスコート 住所： 大桑村阿寺国有林内

9 グランドゴルフ場 電話： 0264-55-3080

筑北村 （人口 4,708人) 【19施設】

住所： 筑北村西条3268-1 住所： 筑北村坂北5658

電話： 電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村西条3268-1
電話：

（キャンプ場）
住所： 筑北村西条3449
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村西条4228
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村坂北14126
住所： 筑北村西条3268-1 電話： 0263-67-2064
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村坂井6486
住所： 筑北村西条1567-4 電話： 0263-67-2064
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村坂井6275
住所： 筑北村西条3268-1 電話： 0263-67-2064
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村坂井6487-2
住所： 筑北村西条3099-1 電話： 0263-67-2064
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村坂井1832
住所： 筑北村坂北2298 電話： 0263-67-2064
電話： 0263-67-2064

住所： 筑北村筑北3857-1
電話： 0263-67-2064

坂北体育館

9ホール

9

19

冠着マレットゴルフ場
Ｓ61.3、9,000㎡、18ホール

Ｓ62.1、897㎡、照明、バレーボール2面、
バドミントン3面

Ｓ55.11、9,400㎡、照明、野球1面（両翼
85ｍ・センター120ｍ）

坂井テニスコート
Ｓ60.12、1,200㎡、照明、屋外砂入り人工
芝コート2面

Ｓ55.3、1,084㎡、照明、バスケットボー
ル1面、バレーボール1面、バドミントン1
面、テニス1面

6

10

雀岩マレットゴルフ場

7

本城屋内ゲートボール場

とくら沢ふれあい広場　キャンプ場 Ｓ53.4、150ha、照明、広場、キャンプ場
（コテージ２棟）、キャンプサイト8区
画・オートキャンプサイト3区画、遊具等

16

坂井グラウンド

本城マレットゴルフ場
H16.4　全18ホール　　トイレ

17

坂井体育館

8

4

本城プール
Ｈ16.12、大プール1（25m）、小プール1

14 やすらぎパターゴルフ場

本城テニスコート
Ｈ3.11、1,391㎡、照明、ハードコート2面

Ｈ3.12（Ｈ29.12改修）
500㎡、照明、人工芝コート1面

18

Ｈ5.8、パターゴルフ18ホール

15

宇洞坂グラウンドゴルフ場
Ｈ17.4　全8ホール×3面　3,847㎡

5

0263-67-2064
12

やすらぎ簡易宿泊施設 Ｈ5.8、照明、オートキャンプ場、バンガ
ロー5棟、テントサイト6張

3
やすらぎテニスコート

Ｈ5.8、2,814㎡、照明、屋外砂入り人工芝
コート4面

110263-67-2064

本城体育館 Ｈ1.3、1,162㎡、照明、バスケットボール
2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、フットサル1面 13

Ｓ35.6、5ha、キャビン3棟、バンガロー5
棟、6人用テント19張、10人用テント14
張、森林科学館1棟

7

王滝村営テニスコート
Ｓ54.6、照明、全天候コート（小川3面）

1

王滝村松原スポーツ公園

4

王滝村国民体育館 Ｓ54.11、照明、1,050㎡・バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、テニス1面、61㎡・トレーニング場

8

王滝村マレットゴルフ場
H17.4.1　18ホール

5

おんたけ2240
Ｓ45.10、97ｈａ、ゴンドラ1基(休止中）
リフト5基 9

おんたけ森きちオートキャンプ場
Ｈ8.4、12,576㎡、テントサイト20張

1

大桑村スポーツ公園

Ｓ61.10、18,660㎡、照明、野球2面、サッ
カー1面、陸上競技400mトラック（外周マ
レットゴルフコース27H）

10

のぞきど森林公園キャンプ場 Ｓ54.3、665,000㎡、照明、ケビン4棟、バ
ンガロー28棟、テントサイト10張、オート
キャンプ22区画

11
Ｓ60.3、1,268㎡、照明、ゲートボール
コート1面

3

Ｈ1.3、996㎡、ゲートボールコート1面

13 Ｈ1.3、1,568㎡、ゲートボールコート1面6

大桑村民体育館 Ｓ50.3、1,487㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、テニスコート2
面　　バドミントン6面

テニスコート
照明、Ｓ55.10、3,000㎡、クレーコート4
面・Ｓ63.3、4,130㎡、クレーコート4面

12

Ｈ13.3、600㎡、ゲートボールコート1面

15

阿寺渓谷キャンプ場
Ｓ49、12,000㎡、テントサイト60張

8

フォレスパ木曽

Ｈ7.9、972㎡、照明、屋内砂入り、人工芝
テニスコート1面（兼ゲートボール2面）、
グランドゴルフ１８Ｈ

14

1
Ｓ48.4、9,300㎡、照明、野球1面（両翼90
ｍ センター105ｍ）

やすらぎスポーツ広場

Ｈ6.6、12,000㎡、照明、野球1面（両翼99
ｍ センター122ｍ）

2

サッカー場 Ｈ29.3　10,000㎡　115ｍ×78ｍ
人工芝、照明、一般コート1面、
ジュニアコート2面、フットサル4面
ヘリポート

やすらぎ球場

本城本グラウンド

6

おんたけ銀河村キャンプ場

グラウンド13,000㎡
野球場両翼91m・センター120m、全面土、
サッカー場、多目的グランドＡ.Ｂ
多目的屋内施設



麻績村 （人口  2,753人) 【12施設】

住所： 麻績村麻8447 住所： 麻績村5887-1

電話： 0263-67-2240 電話： 0263-67-2133

2 剣道室 Ｓ52.10、120㎡、照明

住所： 麻績村5887-1
住所： 麻績村5887-1 電話： 0263-67-2133
電話： 0263-67-2133

住所： 麻績村聖高原5887-1
住所： 麻績村4645 電話： 0263-67-2133
電話： 0263-67-3001 10 36ホール

住所： 麻績村上井堀細川
住所： 麻績村横合8425 電話： 0263-67-3001
電話： 0263-67-2240

電話： 0263-67-2240
住所： 麻績村麻6449-135 1 上井堀
電話： 0263-67-2133 12 2 女渕 1面

生坂村 （人口1,754人) 【12施設】

住所： 生坂村6002-1 住所： 生坂村5789-1
電話： 0263-69-2500 電話： 0263-69-2500

体育館
住所： 生坂村北陸郷12295-2
電話： 0263-69-3111

住所： 生坂村6139
電話： 0263-69-2500

住所： 生坂村5789-1
電話： 0263-69-2500 住所： 生坂村東広津19829

電話： 0263-69-3900

住所： 生坂村3035-4
電話： 0263-69-2965

住所： 生坂村6110 住所： 生坂村8301-1
電話： 0263-69-2500 電話： なし

山形村 （人口 8,771人) 【13施設】

住所： 山形村2059-1 住所： 山形村清水高原7598-97

電話： 0263-98-5280 電話： 0263-98-2300

住所： 山形村2040-1 住所： 山形村清水高原7598-130
電話： 0263-98-3155 電話： 0263-98-2300

グラウンド 9 山形村屋内運動場 Ｈ1.4、175㎡、ゲートボール1面、その他

住所： 山形村清水高原7597-98 多目的

電話： 0263-98-2300

4 テニスコート Ｈ2.7、照明、全天候4面 10 山形村地区ゲートボール場

住所： 山形村3944-3 上大池地区
電話： 0263-98-3155 11 小坂地区 1面

12 下大池地区 1面

住所： 山形村7901-1 13 上竹田地区 1面

電話： 0263-98-3111

朝日村 （人口 4,586人) 【12施設】
朝日村アイススケート場

住所： 朝日村大字古見1286 住所： 朝日村大字針尾347-1
電話： 0263-99-2004 電話： 0263-99-2004

アリーナ（体育館）

2 柔道場

3 卓球場 アサヒマレットゴルフ場

住所： 朝日村大字小野沢1527-ﾛ

住所： 朝日村大字古見1300-1 電話： 0263-99-2817

電話： 0263-99-2004 野俣沢林間キャンプ場

5 テニス場 住所： 朝日村野俣沢7-1
電話： 0263-99-2001

住所： 朝日村大字古見1308
電話： 0263-99-2004 古見区芦ノ久保地区

12 西洗馬中組地区 1面

住所： 朝日村大字古見306-1
電話： 0263-99-3700

4

麻績村聖運動場
Ｓ60.11、10,000㎡、野球1面

7

麻績村聖高原テニスコート

11

麻績村聖体育館

Ｈ19、39,000㎡、18ホール
遊歩道、遊具施設、広場、展望ひろば

1

3

5

麻績村総合運動場
Ｓ52.10、13,000㎡、照明、野球1面

トレーニング場

テニスコート

Ｈ23.9、照明、全天候コート4面

Ｓ63.4、ランニングコース

山形なろう原公園マレットゴルフ場

麻績村地区ゲートボール場（2地区）

生坂スポーツパークマレットゴルフ場

麻績村マレットゴルフ場

11

1

麻績村体育館
Ｓ55.8、1,300㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、バドミントン6
面、剣道場1面

朝日村ローラースケート場

5

4

Ｓ59.3、10,500㎡、照明、野球場2面、
サッカー1面、その他多目的6

6

麻績村室内スポーツ広場
Ｈ4.4、1,000㎡、照明、多目的活用（ゲー
トボール2面）

8

麻績村聖高原スキー場
Ｓ39.4、リフト1基

9

聖高原キャンプ場
Ｓ39.4、バンガロー15棟、テントサイト15
張、バーベキューコーナー5、共同炊事場1

8

生坂村スカイスポーツ公園

7

1面

Ｈ3.11、パラグライダー、ハングライ
ダー、バーベキュー施設

S59、2,500㎡、４面

2
Ｈ3.5、照明、上屋付25ｍ×6コース 1面、
10ｍ×6ｍ 幼児用1面

1

生坂村Ｂ＆Ｇ海洋センター

照明、600㎡、バスケットボール1面、バ
レーボール1面、バドミントン2面6

Ｈ3.5、852㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン6面

プール

Ｈ24.4、18ホール

3
Ｈ3.5、430㎡（トレーニングルーム）、照
明、柔道1面、剣道2面 9

生坂村室内ゲートボール場
Ｓ61.3、500㎡、照明、ゲートボール1面

生坂村ファミリースポーツパーク

10

生坂村高津屋マレットゴルフ場
Ｈ11.7、18ホール

南部交流センター
Ｈ11.4、バレーボール1面

生坂村総合運動場

1

山形村ふれあいドーム
Ｈ9.4、1,918㎡、砂入り人工芝、照明、テ
ニス2面、ゲートボール2面、フットサル1
面

7

山形村清水高原テニスコート

Ｈ2.9、全天候4面（うち別管理者2面）

12

下生坂体育館
Ｓ62.7、バスケットボール1面

Ｈ3.5、1,080㎡、照明、20打席

1面

8

山形村清水高原ゴルフ練習場

5

山形村Ｂ＆Ｇ海洋センター（プール）
Ｓ63.5、照明、25ｍ×13m(6コース )1面、
10ｍ×6ｍ小児用1面

3
Ｓ55.1、1,934㎡、照明、バスケットボー
ル1面、バレーボール2面、バドミントン6
面

2

山形村農業者トレーニングセンター

Ｓ54.4、9,504㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール4面

体育館

朝日村農業者トレーニングセンター

Ｓ58.7、1,523㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール2面、テニス2面、バ
ドミントン６面、卓球台10台、柔道場1面

8

アイススケート Ｈ2.9、4,321㎡、照明、
200ｍコース（12月中旬～2月上旬 天然結
氷のアイススケート場）

ローラースケート
200ｍコース（4月～11月中旬）

9
Ｈ2.3、10ha、18ホール パー72（全長
1,112m）

Ｓ56.4、4ha、テントサイト30、フィール
ドアスレチック3、ファイヤーストーム3

6

アサヒゲートボールセンター
Ｈ3.4、524㎡、照明、ゲートボール1面
野球･サッカーの雨天･冬季の練習施設 11

地区ゲートボール場

4

朝日村運動広場

Ｓ60.9、15,539㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール4面、テニス3面（オムニ）

10

1面

7

あさひプライムスキー場 Ｈ4.12、15ha、照明、ファミリーゲレンデ
1、スペシャルゲレンデ1、ソリゲレンデ
1、リフト2基



池田町 （人口 9,838人） 【20施設】

住所： 池田町大字池田3210-4 住所： 池田町大字池田704-2
電話： 0261-62-7654 電話： 0261-62-7654

2 柔道場・剣道場
住所： 池田町大字会染6114-119

住所： 池田町大字池田3423-1 電話： 0261-62-7654
電話： 0261-62-7654 14 マレットゴルフ場

住所： 池田町大字池田3210-4 住所： 池田町大字会染
電話： 0261-62-7654 電話： 0261-62-6065

5 ゲートボール場 16 ゲートボール場

6 マレットゴルフ場 17 パターゴルフ場

7 ローラースケート場
住所： 池田町大字会染5250

住所： 池田町大字池田3368-1 電話： 0261-62-2066
電話： 0261-62-7654

住所： 池田町大字広津
住所： 池田町大字池田3190 電話： 0261-62-3131
電話： 0261-62-2058 20 マレットゴルフ場

住所： 池田町大字池田2233
電話： 0261-62-7654

11 ゲートボール場

松川村 （人口 9,763人） 【18施設】

住所： 松川村3495-24 住所： 松川村3495-25
電話： 0261-62-2481 電話： 0261-62-6162

10 ジョギングコース
住所： 松川村5488-3先　他 11 ローラースケート場
電話： 0261-62-2481 12 ゲートボール場

3 13 屋内テニス場

住所： 松川村4363-46 14 屋外テニス場

電話： 0261-62-2481

4 体育館 住所： 松川村3238-7

電話： 0261-62-2481
住所： 松川村1312
電話： 0261-62-2481 住所： 松川村3238-7

電話： 0261-62-2481
住所： 松川村3240-18
電話： 0261-62-2481 住所： 松川村5488-3先　他

電話： 0261-62-2481
住所： 松川村5650-12
電話： 0261-62-2481 住所： 松川村3238-1

1 東細野 電話： 0261-62-2481

住所： 松川村5777-82
電話： 0261-61-1400

1ヶ所  1面

19

8

松川村生涯学習センター
Ｈ11、496㎡、バレーボール1面、バドミ
ントン3面

大峰高原白樺の森

1

池田町総合体育館
Ｓ53.3、1,987㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール3面、バドミントン10
面、テニス2面、柔道場1面、剣道場1面

12

池田町テニスコート

Ｓ57.5、666㎡、キャンプ場、マレットゴ
ルフ場27H

H14.3、5,474㎡、全天候3面（内照明
１面）

3

池田町弓道場
H30.2、2200.91㎡(敷地)、照明、近的7人
立

Ｓ54.12、9,552㎡、照明、野球1面、ソフ
トボール2面、サッカー1面、ゲートボール
1面

池田町あづみ野クラフトパーク

Ｈ9.11、1,000㎡、人工芝、ゲートボール2
面、パターゴルフ場

8

池田町町民プール
Ｓ57.8、375㎡、25m×7コース1面

18

池田町多目的研修センター
Ｓ59.9、550㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン2面

Ｈ3、20,000㎡、ジョギングコース1周800
ｍ、屋内人工芝テニスコート2面、屋外人
工芝テニスコート3面、屋内ゲートボール1
面、多目的運動広場2面、ローラースケー
ト場1面

2

松川村細野河川敷グラウンド
Ｓ56、13,880㎡、ソフトボール1面（多目
的運動広場）

松川村南部会館グラウンド

9

池田町公民館
Ｓ43.12、396㎡、照明、ニュースポーツ等

10

池田町農村広場

松川村かぶろ会館
Ｈ7、550㎡、照明、バレーボール1面、バ
ドミントン2面

16

松川村馬羅尾林業者運動広場
Ｓ45、8,000㎡、ソフトボール1面、多目的
広場

1

松川村川西運動公園野球場
Ｈ4、10,000㎡、野球1面（両翼90m・セン
ター120m）ソフトボール2面 9

松川村川西運動公園スポーティープラザ

Ｈ13、6,000㎡、36ホール

7

松川村地区ゲートボール場

18

Ｓ54、3,710㎡、ソフトボール1面、バレー
ボール1面、バドミントン2面

15

馬羅尾クロスカントリーコース
Ｈ13、1,000㎡、2㎞・3㎞ランニングコー
ス

5

松川村馬羅尾マレットゴルフ場
Ｈ4、6,000㎡、36ホール

6

松川村馬羅尾キャンプ場
Ｓ45、5,000㎡、テントサイト20張、
フィールドアスレチック

17

松川村高瀬川マレットゴルフ場

池田町アルプス広場

4
Ｈ3.6、8,400㎡、ソフトボール2面、サッ
カー2面、1,000㎡、ゲートボール2面、マ
レットゴルフ場45H、ローラースケート場

13

池田町あづみ野広場

Ｈ5.7、7,400㎡、ソフトボール2面（多目
的グラウンド）、マレットゴルフ場27H

15



白馬村　（人口　9,447人）　【25施設】

住所： 白馬村大字北城2066 住所： 白馬村北城5733-1
電話： 0261-72-8770 電話： 0261-72-3066

トレーニングルーム
住所： 白馬村神城

住所： 白馬村北城1947-3 住所： 白馬村神城5684-1
電話： 0261-72-8770 電話： 0261-72-8770

住所： 白馬村北城12867-238 住所： 白馬村神城1745
電話： 0261-72-5665 電話： 0261-75-2001

白馬村北部グラウンド
住所： 白馬村北城12867-26 住所： 白馬村神城22870-1
電話： 0261-72-8770 電話： 0261-72-5000

住所： 白馬村北城12867-36 住所： 白馬村大字神城3003
電話： 0261-72-5744 電話： 0261-75-3663

20 ランニングコース
住所： 白馬村北城265-38 21
電話： 0261-72-4832 22

屋内ゲートボール場 23

8 屋外ゲートボール場 24

25
住所： 白馬村北城265
電話： 0261-72-4755

運動広場

10 テニスコート

11 マレットゴルフ場

12 フィールドアスレチック

13 キャンプ場

小谷村 （人口 2,981人） 【11施設】

住所： 小谷村千国乙3658 住所： 小谷村北小谷来馬
電話： 0261-82-2587 電話： 0261-82-2587

住所： 小谷村千国乙3387-1 住所： 小谷村中土18926-1
電話： 0261-82-2002 電話： 0261-85-1045（6月～11月のみ）

住所： 小谷村中土12840-1
電話： 0261-82-2001

4 住所： 小谷村中土6485

電話： 0261-85-1201

住所： 小谷村千国乙12857-1
電話： 0261-82-2001

6

3

白馬村Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
Ｓ58.5、726㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン3面

4

白馬村Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
Ｓ58.5、1,528㎡、照明、25ｍ×6コース 1
面、幼児用プール10ｍ×6ｍ 1面

5 Ｓ50.7、16,000㎡、照明、野球2面

6

白馬村北部農業者トレーニングセンター
Ｓ59.7、768㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン2面、

7

★白馬村いこいの杜スポーツ施設

Ｈ4.2、500㎡、照明、屋内ゲートボール1
面
屋外ゲートボール場3面

5

小谷村池の田グリーンスポーツ
Ｓ57.4、5,000㎡、キャンプ場（テントサ
イト10張）、テニスコート（全天候コート
2面）

テニスコート

3

小谷村社会体育館
Ｈ4.9、960㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン3面

小谷村中土観光交流センター(やまつばき)
Ｈ21.11、608㎡、照明、ミニバスケット
ボール1面、バレーボール1面、バドミント
ン3面 （白馬コルチナスキー場）

（白馬乗鞍温泉スキー場）

（栂池高原スキー場）

★：指定管理委託しているもの　　　＊：教育委員会所管でないもの

1

白馬村社会体育館複合施設（ウィング21）

14

＊白馬村八方体育館
Ｓ59.12、782㎡、照明、バスケットボール
1面、バレーボール2面

Ｈ10.4、2,396㎡（体育館1,954㎡、トレー
ニングルーム442㎡）、照明、バレーボー
ル3面、バスケットボール2面、ランニング
コース

2 15
＊白馬村自然景観保全施設

Ｓ60.3、サイクリングコース（5,600ｍ）

16

白馬村南部グラウンド
Ｈ6.4、14,000㎡、照明、野球1面、ソフト
ボール2面

17

白馬村南部農業者トレーニングセンター
Ｓ62.1、768㎡、照明、バスケットボール1
面、バレーボール2面、バドミントン2面

（白馬八方尾根スキー場）

（白馬岩岳スノーフィールド）

（エイブル白馬五竜）

18

白馬村野外緑地広場
Ｈ1.3、2,586㎡、テニスコート4面

19

白馬クロスカントリー場（スノーハープ）

Ｓ52.4、13,000㎡、照明、野球2面（多目
的運動広場） 7

小谷村村営来馬運動場

9

★白馬村グリーンスポーツ施設 （白馬さのさかスキー場）

Ｓ55.5、168,000㎡、テニスコート4面、
フィールドアスレチックランニングコー
ス、マレットゴルフ場18ホール、キャンプ
場60張

11

H20.4、9,200㎡、サッカー１面（多目的運
動広場）

2

トレーニングルーム
H18.4、80㎡、ｴｱﾛﾊﾞｲｸ2台、ﾚｯｸﾞｶｰﾙ１
台、ﾍﾞﾝﾁﾌﾟﾚｽ１台、ﾊﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾙ2個他 8

小谷村雨飾高原キャンプ場

1
小谷村村営千国崎運動場

9

10

Ｈ8.8、30,000㎡、キャンプ場（テントサ
イト42張）

（Hakuba47ウインタースポーツパーク）

H8.11、386,000㎡、照明、クロスカント
リーコース3コース（4.8km・4.8km・
7.8km）ランニングコース


