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ホームページ参照・要問合せ
(株)エムウェーブ026-222-3300

ビッグハット 60ｍ×30ｍアイスリンク1面
スケート
（アイスホッケー
・フィギュア）

詳細は右記までお問い合わせく
ださい

ホームページ参照・要問合せ
㈱エムウェーブ ビッグハット事務所
026-223-2223

ダイビングプール（飛込み＆スキューバ）＊指導員が必
ず付く事 1時間　15,200円

スケート場

エムウェーブ
400ｍダブルトラックスピードスケートリンク（ISU公認）
60ｍ×30ｍアイスリンク1面
トレーニングルーム　マッサージ室

スケート
詳細は右記までお問い合わせく
ださい

弓道場 長野運動公園弓道場
近的場射場棟：283㎡ 10人立
遠的場射場棟：563㎡ 10人立

弓道
午前：8,550円
午後：11,400円

プール
長野運動公園総合市民プール

（アクアウイング）

50ｍ（10コース）　25ｍ（6コース）
2,000人収容

水泳

25ｍ 1h 9,120円
50ｍ 1h 42,700円

市営社会体育館 施設により異なる 施設により異なる

体育館 長野運動公園補助体育館 剣道場363㎡　柔道場465㎡（2面） 剣道・柔道 1日 17,600円

長野運動公園総合体育館
メイン：バスケット2面　バレー４面
サブ：バスケット1面　バレー2面

メイン：1日39,900円
サブ：1日19,900円

長野市営真島総合スポーツアリーナ
（ホワイトリング）

メイン：バスケット3面　バレー４面
サブ：バスケット1面　バレー2面

メイン：1日79,800円
サブ：1日39,900円

随時可能　連絡先（一社）飯綱高原観
光協会026-239-3185

市営河川敷グラウンド 施設により異なる 施設により異なる

利用日の３か月前までに予約

体育館

南長野運動公園体育館 バスケットボール2面　バレーボール３面

バスケ
バレー
バトミントン

1日　39,900円

施設により異なる

サッカー
・ラグビー場

飯綱高原グラウンド 5面　（内2面芝グラウンド）
サッカー

1日　10,500～16,000円

テニス場

南長野運動公園テニスコート 1,300人収容　全天候対応16面

テニス

1面　1,640/2h

長野運動公園テニスコート
2,000人収容　砂入り人工芝10面
ナイター設備有り

1面　1,640/2h

市営テニスコート 施設により異なる

施設により異なる 施設により異なる

陸上競技場 長野運動公園陸上競技場 12,000人収容　全天候対応 陸上競技 1日　51,800円

野球場

南長野運動公園野球場
（オリンピックスタジアム）

両翼99.1ｍ　中堅122ｍ
人工芝　ナイター設備有り

野球

1日　67,200円

利用日の３か月前までに予約

長野運動公園野球場
（長野県営球場）

両翼98ｍ　中堅122ｍ
ナイター設備有り

1日　11,900円

市営河川敷グラウンド・運動場

施設区分 施設名 規模 対象競技 使用料 予約受付開始日

○ その他（　　） その他（　　）

(D) 施設情報

○ 文学・書道 ○ オリエンテーリング ○
吹奏楽 ○ 合唱 ○ 演劇

スキー
スノーボード ○ その他（　　）

文化系
勉強学習 ○ 研修・会議 ○ 美術・陶芸

空手 ○ その他（弓道） ○

水泳 ○ バドミントン ○ スケート・フィギュアスケート ○

バレーボール ○ バスケットボール ○
卓球 ○ 柔道 ○ 剣道 ○

サッカー・
フットサル ○ ラグビー・アメリカンフットボール ○

テニス ○ 体操・新体操 ○ ダンス ○

026-224-5083

合宿の予約申し込みは、事前申請が可能です。合宿予定日の３か月前までにスポーツ課に事前申請書（長野市ホームページ参照）を提出
していただきます（FAX、郵送でも可能）。予約可能であれば使用料の納付書をお送りし、入金確認が出来次第使用許可書を発行します。
なお、スポーツイベントや大会での施設の利用は、1月中旬に翌年度分の利用を調整会議で決定し、その後２月下旬から試合等での利用
の事前申請の受付を始めます（いずれもスポーツ課に事前に利用申請書を提出していただきます）。
≪スポーツ施設の案内及び利用状況は、長野市ホームページの「組織でさがす/スポーツ課/スポーツ施設を利用するには」で照会できま
す。≫
また、長野市内で開催・宿泊し、延べ宿泊者数50人以上の合宿を対象に、支援金制度があります。詳細は「ながの観光コンベンション
ビューロー」のホームページをご参照ください。

(C) 受入可能な合宿　（○印が可能な種目）   ※プルダウン選択

スポーツ

マラソン・
駅伝・競歩 ○ 陸上競技 ○ 野球・

ソフトボール ○

(B) 施設を合宿で
利用する際の予
約連絡先と方法

予約連絡先

長野運動公園：シンコースポーツ・NTTファシリティーズ共同事業体

電話

026-244-7555
南長野運動公園：南長野スポーツマネジメント共同事業体 026-293-4048
ホワイトリング：(株)フクシ・エンタープライズ 026-283-7977

その他の市営スポーツ施設；スポーツ課

電話 026-223-6050

メール  omotenashi@nagano-cvb.or.jp

(A) 合宿地とし
ての特色

・オリンピック開催都市であり、国際大会も視野に入れた施設が多くあります。
・清涼な気候であり、夏、秋の合宿に最適。また、冬は市内より車で40～60分の場所に戸隠スキー場があります。
・標高差やアップダウンを活かし、長距離ランナーや自転車競技のトレーニングにも好評です。

管理番号
市町村名 長野市

部署 （財）ながの観光コンベンションビューロー

32
住所 長野市新田町1485-1長野市もんぜんぷら座４F

地区 北信濃
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軒

軒

軒

軒

小・中・高・大学・企業・社会人等で組織する団体 1泊当り１人500円 長野市内に宿泊50人泊以上

HP等 URL https://convention.nagano-cvb.or.jp

(J) 合宿・施設情
報が掲載された
HP等 URL

https://convention.nagano-cvb.or.jp

026-226-4131

長野市民病院 長野市大字富竹1333-1 026-295-1199

(I) 合宿補助金

事業名 対象 補助額 交付要件

合宿開催支援金

(G) 宿泊施設情報HP等 URL

(H) 緊急時の医療
機関等連絡先

区分 名前 住所 電話

総合病院
長野赤十字病院 長野市若里5-22

ペンション・民宿 28 戸隠飯綱28軒 6,500～要相談

その他（公共施設） 39 約1,600名 7,350～要相談 宿坊

旅館 60 長野市内27軒/戸隠飯綱33軒 6,500～要相談(F) 宿泊施設

宿泊区分 施設数（合計） 対応可能人数（合計） 宿泊単価（目安） 特記事項

ホテル 43 約4,100名 7,500～要相談

(E) 宿泊施設等の問合せ先 電話
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