飯田市 （人口 100,676人） 【73施設】
飯田勤労者体育センター
住所： 飯田市松尾明7444-2
1
電話： 0265-23-5571
第1体育館

Ｓ52.3、1,008㎡、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6
面、テニス1面

2

第2体育館

Ｓ60.2、514㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン2面

飯田市総合運動場
住所： 飯田市松尾明7445
3
電話： 0265-22-4511
陸上競技場

Ｓ52.4、20,127㎡、照明、陸上400m 8
コース 2種、サッカー1面、ラグビー1面、
スタンド1,150人、芝スタンド5,000人

4

第1グラウンド

5

第2グラウンド

6

飯田市松尾マレットゴルフ場
住所： 飯田市松尾明
電話： 0265-22-0091

Ｓ52.4、5,100㎡、サッカー1面、ラグビー
1面

飯田市南信濃B&G海洋センター
住所： 飯田市南信濃八重河内204－1
39
電話： 0260-34-5110
体育館
40

柔道場

41

剣道場

42

卓球場

43

プール

44

Ｈ13.11、36ホール パー108

45

飯田市健康増進施設（ほっ湯アップル）

7

飯田市松尾明7513-3
0265-56-6767
飯田市鼎体育館
8 住所： 飯田市鼎中平1339-5
電話： 0265-22-1284
住所：

H11.8、温水、20ｍ×8コース

46

電話：

9

柔道場

10

卓球場

飯田市鼎弓道場
住所： 飯田市鼎名古熊2423-6
電話： 0265-22-1284
飯田市矢高運動場
12 住所： 飯田市鼎下山1429
電話： 0265-22-1284
飯田市矢高テニスコート
13 住所： 飯田市鼎下山1440
電話： 0265-22-1284
飯田市切石体育館
14 住所： 飯田市鼎切石4633-1
電話： 0265-22-1284
飯田市妙琴公園マレットゴルフ場
15 住所： 飯田市鼎切石4633-1
電話： 0265-22-4511
飯田運動公園県営飯田野球場
16 住所： 飯田市三日市場1986
電話： 0265-25-5588
飯田運動公園多目的グラウンド
17 住所： 飯田市三日市場1986
電話： 0265-22-4511
飯田運動公園県営飯田弓道場
18 住所： 飯田市三日市場1986
電話： 0265-22-4511
飯田運動公園アクアパークIIDA
19 住所： 飯田市三日市場1986
電話： 0265-25-4831
三日市場マレットゴルフ場
20 住所： 飯田市三日市場
電話： 0265-25-7311
21 飯田市上郷体育館
住所： 飯田市上郷黒田1614-1
電話： 0265-24-7744
22
卓球場
11

23

24

25

26

27

飯田市上郷運動場
住所： 飯田市上郷黒田579-1
電話： 0265-24-7744
飯田市上郷柔剣道場
住所： 飯田市上郷黒田1271-3
電話： 0265-24-7744
飯田市山田体育館
住所： 飯田市上郷黒田3840-312
電話： 0265-24-7744
飯田市山田運動場
住所： 飯田市上郷黒田3840-312
電話： 0265-24-7744
飯田市山田テニスコート
住所： 飯田市上郷黒田3840-312
電話： 0265-24-7744

Ｓ53.10、3,336㎡、照明、バレーボール3
面、バドミントン6面、バスケットボール2
面、柔道1面、卓球

47

48
Ｓ57.12（Ｓ.61.6）、110㎡、照明、6人立
（3人立）、アーチェリー30m

49

Ｓ56.11、7,800㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面、サッカー1面

50

Ｓ54.4、3,700㎡、クレー4面

51

Ｈ3.3、615.06㎡、照明、バレーボール1
面、バスケットボール1面、バドミントン2
面

52

Ｓ61、36ホール パー144

53

Ｈ1.4、23,398㎡、照明、野球1面（両翼
95m、ｾﾝﾀｰ120m、メインスタンド3,084
人、芝生スタンド5,819人）

54

Ｈ2.5、16,121㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール4面、サッカー1面

55

Ｈ4.4、1,908㎡、照明、近的10人立、遠的
6人立、アーチェリー50m

56

Ｈ7.7、15,000㎡、50m 8コース公認、流水 57
213m、スライダー2基、ブルー、イエ
ロー、ファミリーりんごプール他

58
36ホール、パー144

59
Ｓ52.3、2,226㎡、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6
面、ソフトテニス2面、卓球

60

Ｓ51.3、6,876㎡、野球1面、ソフトボール
1面

61

S60.3、403㎡、照明、柔道2面

62

Ｓ59.4、1,198㎡、照明、バレーボール2
面、バドミントン4面、ソフトテニス1面、
バスケットボール1面

63

Ｓ57.10、9,869㎡、野球2面、ソフトボー
ル2面

64

Ｓ57.10、2,730㎡、ハード3面

65

飯田市野底山森林公園マレットゴルフ場

28

飯田市上郷黒田
0265-52-2252
県民飯田運動広場
住所： 飯田市丸山町4-5518-1
29
電話： 0265-22-4511
運動場
住所：
電話：

30

テニスコート

Ｈ1.1、36ホール パー144

66

飯田市南信濃運動場
住所： 飯田市南信濃八重河内160
電話： 0260-34-5110
飯田市南信濃ﾃﾆｽｺｰﾄ
住所： 飯田市南信濃八重河内202-ｲ-1
電話： 0260-34-5110
飯田市和田弓道場
住所： 飯田市南信濃和田2596
電話： 0260-34-5110
飯田市木沢弓道場
住所： 飯田市南信濃木沢1008‐1
電話： 0260-34-5110
飯田市八重河内屋内ゲートボール場
住所： 飯田市南信濃八重河内575‐2
電話： 0260-34-5110
飯田市上久堅運動場
住所： 飯田市上久堅4510
電話： 0265-29-7001
飯田市下久堅運動場
住所： 飯田市虎岩528
電話： 0265-29-8001
下久堅親水公園マレットゴルフ場
住所： 飯田市下久堅下虎岩
電話： 0265-29-8001
飯田市千代運動場
住所： 飯田市千代952
電話： 0265-59-2003
飯田市桐林運動場
住所： 飯田市桐林2254-109
電話： 0265-26-7090
飯田市桐林テニスコート
住所： 飯田市桐林2254-109
電話： 0265-26-7090
飯田市桐林屋根付多目的グラウンド
住所： 飯田市桐林2254－25
電話： 0265－26－7090

S62.5、プール25m×6コース、小プール
10m×6m
S62.10、10,000㎡、照明、野球1面、ソフ
トボール2面

S62.12、照明、ハード1面

S58、照明、4人立

S62.3、照明、4人立

H元.10、829.86㎡、照明、ゲートボール2
面
Ｓ62.4、9,000㎡、野球2面、ソフトボール
2面、サッカー1面
Ｈ3.4、18,777㎡、野球2面、ソフトボール
2面、サッカー1面

27ホール、パー108

Ｓ62.4、10,000㎡、野球2面、ソフトボー
ル2面
Ｈ1.4、13,235㎡、照明、野球2面、ソフト
ボール2面

Ｈ2.4、1,600㎡、クレー2面

H15.3、1,152㎡、照明､テニス2面、ゲート
ボール2面、レクリエーション他

ゲートボール場
飯田市竜丘柔道場
住所： 飯田市桐林245-1
電話： 0265-26-9303
飯田市山本運動場
住所： 飯田市山本竹佐377
電話： 0265-25-2001
飯田市座光寺河川敷運動場
住所： 飯田市座光寺6565-ﾊ-6
電話： 0265-22-4511
座光寺マレットゴルフ場
住所： 飯田市座光寺
電話： 0265-22-1401
城下グラウンド
住所： 飯田市水の手町
電話： 0265-22-4511
飯田市川路多目的広場
住所： 飯田市川路2500
電話： 0265-22-4511
飯田市天龍峡テニスコート
住所： 飯田市川路5093-5
電話： 0265-22-4511
飯田市高羽町テニスコート
住所： 飯田市高羽町2-6-1
電話： 0265-22-4511
飯田市武道館
住所： 飯田市宮の前4439-2
電話： 0265-22-4511
柔道場

Ｓ62.3、299㎡、照明、柔道1面

Ｓ60.4、12,284㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面

Ｈ6.9、9,828㎡、サッカー1面

H10.3、27ホール、パー108

Ｓ53、6,955㎡、ソフトボール1面

H23.11,

41,482㎡、

サッカー３面

Ｈ24.4、3,750㎡、砂入り人工芝6面

Ｓ56.4、1,640㎡、クレー2面

Ｓ57.4、2,184㎡、照明、柔道3面、剣道3
面

剣道場

飯田市営弓道場
住所： 飯田市宮の前4439-2
Ｓ47.3、15,322㎡、野球2面、ソフトボー
ル4面
電話： 0265-22-4511
松尾八幡山マレットゴルフ場
68 住所： 飯田市八幡町
Ｓ47.5、6,874㎡、管理棟89、クレー10面
電話： 0265-22-0091
67

S62.5、726.15㎡、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
２Ｆ456.3㎡、柔道場1面、剣道場1
面、卓球4面

Ｓ55.3、1,562㎡、照明、6人立

Ｈ5.11、15ホール パー60

31

32

33

34

35

36

37

38

飯田市営今宮野球場
住所： 飯田市丸山町4-8183
電話： 0265-22-4511
風越山麓公園マレットゴルフ場
住所： 飯田市丸山町
電話： 0265-23-5872
飯田市風越山麓研修センター
住所： 飯田市丸山町4-5515-5
電話： 0265-22-4511
上村ふれあい広場屋内ゲートボール場
住所： 飯田市上村844‐2
電話： 0260-36-2835
しらびそ高原山岳オートキャンプ場
住所： 飯田市上村ホッタ沢入979‐53
電話： 0260-36-2301
大平高原流星オートキャンプ場
住所： 飯田市上村字大平
電話： 0260-36-2224
上村大島河原河川公園キャンプ場
住所： 飯田市上村4-10
電話： 0260-36-2211
飯田市営市民プール
住所： 飯田市中央通り2-26-1
電話： 0265-22-4511

Ｓ27.4、18,477㎡、野球1面（スタンド
3,500㎡、両翼90m、ｾﾝﾀｰ120m）、ソフト
ボール2面

69

18ホール、パー72

70

Ｓ59.4、516㎡、照明、研修（宿泊60名
可）

71

H6.9、532㎡、照明、1コート

72

オートキャンプ場15張、キャンピングト
レーラー3台

73

千代マレットゴルフ場
住所： 飯田市千栄
電話： 0265-59-2003
三穂マレットゴルフ場
住所： 飯田市三穂
電話： 0265-27-2032
今田平マレットゴルフ場
住所： 飯田市龍江
電話： 0265-27-3004
山本マレットゴルフ場
住所： 飯田市箱川
電話： 0265-25-2001
梅ケ久保マレットゴルフ場
住所： 飯田市大瀬木
電話： 0265-25-7311

H10.10、11,361㎡、18ホール、パー72

Ｈ9.3、7,581㎡、18ホール パー72

36ホール、パー144

18ホール、パー72

18ホール、パー72

オートキャンプ10張

サイト数31

Ｓ35.6、350㎡、25m遊泳(水深0.8m～
1.0m)、25ｍ徒歩(水深0.35m～0.55m)

松川町 （人口13,272人） 【21施設】
松川町総合運動場
住所： 松川町元大島2891－3
1
電話： 0265-36-2622
運動広場
2
3
4

テニスコート
松川町民体育館
住所： 松川町元大島3592－2
電話： 0265-36-2622
トレーニングルーム

5

柔道場

6

剣道場

12
Ｓ59.3、10,506㎡、照明、野球2面、テニ
ス4面、ソフトボール2面、サッカー1面

卓球場

松川町弓道場
8 住所： 松川町元大島名子
電話： 0265-36-2622
名子原体育館
9 住所： 松川町元大島
電話： 0265-36-2622
10
11

柔道場
松川町ゲートボール場
住所： 松川町元大島名子
電話： 0265-36-2622

Ｈ4.3、36ホール

総合運動公園フィールドアスレチック場

13

松川町元大島新井北部
0265-36-2622
台城公園マレトゴルフ場
Ｓ61.3、1,280㎡、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6 14 住所： 松川町元大島古町
面
電話： 0265-36-2622
住所：

Ｓ61.11、一式

電話：

Ｓ61.3、440㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン2面
Ｓ61.3、128㎡（275畳）、照明、柔道場1
面

Ｓ61.3、247㎡、照明、剣道場、卓球場

7

松川町マレットゴルフ場
住所： 松川町元大島2784－1
電話： 0265-36-5520

Ｓ62.3、18ホール

リフレッシュタウンまつかわの里屋内スポーツ施設

15

16
17

松川町元大島2784－1
0265-36-5520
テニスコート
パターゴルフ場

18

室内温泉ﾌﾟｰﾙ

住所：
電話：

生田グランド
住所： 松川町生田5942
電話： 0265-36-2301
Ｓ61.11、5人立
福与体育館
20 住所： 松川町生田893-1
電話： 0265-36-2622
Ｈ6.3、784㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン3面、バスケットボール1面、
町営グランド
柔道練習場
21 住所： 松川町上片桐2930
電話： 0265-37-2001
19

987㎡、照明、屋内スポーツ施設
全天候２面
18ホール

Ｈ6.5、照明、6コース25ｍ、幼児用プー
ル、噴水プール、ウォータースライダー

Ｓ40.4、4,900㎡、照明、ソフトボール2面

Ｈ11.3、504㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン2面

Ｓ48.10、9,610㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面、サッカー1面

ゲートボール2面

高森町 （人口 13,034人） 【11施設】
1

2
3
4
5

6

高森町民運動場
住所： 高森町下市田2324
電話： 0265-35-9416
高森町民体育館
住所： 高森町下市田2180
電話： 0265-35-9416
卓球場
柔道場
高森町弓道場
住所： 高森町下市田2180
電話： 0265-35-9416
高森町民テニスコート
住所： 高森町下市田2174
電話： 0265-35-9416

Ｓ53.1、11,150㎡、野球2面・ソフト2面、
ゲートボール

7

Ｓ56.7、1,285㎡、照明、バレーボール2
面、バドミントン6面、ハンドボール1面、
バスケットボール2面

8

Ｓ56.7

卓球台6台

Ｓ56.7

70畳

Ｓ57.4

５人立て

9

10
Ｈ7.6

２面

夜間照明あり

11

高森ドーム
住所： 高森町大島山167
電話： 0265-35-9416
山の寺キャンプ場
住所： 高森町山吹田沢
電話： 0265-35-9405
牛牧マレットゴルフ場
住所： 高森町牛牧1911
電話： 0265-35-9407
田沢マレットゴルフ場
住所： 高森町山吹7190
電話： 0265-35-9407
丸山公園子どもプレイゾーン
住所： 高森町山吹431-10
電話： 0265-35-9407

Ｈ14.5、1,926㎡、照明、ゲートボール2
面、グラウンドゴルフ、ペタンク10コート

Ｈ元.4、20,000㎡、テント張場15ヶ所

Ｈ14.6、1.5ha、9ホール

Ｈ2.4、1.5ha、27ホール

Ｈ10.5、4,300㎡、複合遊具、ローラース
ベリ台、ターザンロープ、砂場、ブラン
コ、スプリング遊具2基

阿南町 （人口 4,520人） 【17施設】
1

2

3

4

5

6

7

8

9

町民グランド
住所： 阿南町西条2345
電話： 0260-22-2270
富草グランド
住所： 阿南町富草4057
電話： 0260-22-2501
町民体育館
住所： 阿南町西条2360
電話： 0260-22-2270
町武道館
住所： 阿南町西条2360
電話： 0260-22-2270
町弓道場
住所： 阿南町西条2360
電話： 0260-22-2270
新野弓道場
住所： 阿南町新野2007－1
電話： 0260-24-2001
屋内ゲートボール場
住所： 阿南町富草4943－2
電話： 0260-22-2000
町ゲートボール場
住所： 阿南町南条711－2
電話： 0260-22-2270
信州阿南海洋センター
住所： 阿南町西条2368－1
電話：

0260-22-3911

Ｓ50.3、11,500㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール2面、サッカー1面

10

町テニスコート
住所： 阿南町南条711－2
電話：

0260-22-2270

二瀬キャンプ場
Ｓ59.10、10,000㎡、照明、野球2面、ソフ
住所： 阿南町西条2233－64
11
トボール2面、サッカー1面
電話：

0260-22-4052

池の島キャンプ場
Ｓ51.6、1,225㎡、照明、バレーボール2
面、バドミントン4面、バスケットボール1 12 住所： 阿南町西条1933－2
面

電話：

0260-22-4052

かじかの湯キャンプ場
Ｓ57.3、545㎡、照明、柔道1面、剣道1面
住所： 阿南町富草6020－1
13
（同時可能）
電話：

H15.3、692㎡、照明、6人立

S53.3、600㎡、照明、3人立

Ｓ56.3、725㎡、照明、全天候1面

10,000㎡、テントサイト40、炊事棟、トイ
レ、シャワー

Ｈ10.4、照明、バンガロー5棟、テントサ
イト10、炊事棟、トイレ、シャワー

Ｈ7、コテージ8棟、炊事棟、トイレ

0260-22-2000

町マレットゴルフ場
14 住所： 阿南町西条
電話： 0260-22-2270
富草マレットゴルフ場
15 住所： 阿南町富草

Ｓ62、4コース、36ホール

Ｈ13、1コース、18ホール

電話：

新野マレットゴルフ場

Ｈ10.4、683㎡、照明、ゲートボール2面１
面

16

住所：

Ｓ55、照明、ゲートボール5面

17

多目的ホール能登
住所： 阿南町新野2700
電話： 0260-24-2001

阿南町新野

Ｈ12、1コース、18ホール

Ｈ13.4、照明、室内ゲートボール1面

Ｈ7.7、1,110㎡（プール棟）、照明、25ｍ
×6コース、幼児用プール1

阿智村 （人口6,359人） 【17施設】
1

2
3

4
5
6

7

8

9

10

阿智村運動公園
住所： 阿智村伍和483
電話： 0265-43-2061
グラウンド
わいわいドーム
0265-43-2220
マレットゴルフ場
0265-43-2220
阿智村智里西
住所： 阿智村智里4034
電話： 0265-43-2061
体育館
グラウンド
阿智村村民グラウンド
住所： 阿智村智里4529
電話： 0265-43-2061
富士見台キャンプ場
住所： 阿智村智里4257
電話： 0265-43-2061
ヘブンスそのはらスキー場
住所： 阿智村智里3731-4
電話： 0265-43-2311
湯ったり～な昼神プール
住所： 阿智村智里370-1
電話： 0265-43-4311
浪合グラウンド
住所： 阿智村浪合1291
電話： 0265-47-2001

Ｈ9.4、10,000㎡、野球2面、サッカー1面

Ｈ11.4、照明、ゲートボール2面、テニス1
面

11

12

Ｈ9.4、27ホール

13
Ｓ58.1、544㎡、照明、バレーボール2面、
バドミントン3面

14
照明、3,000㎡、ソフトボール1面

15

Ｓ54.5、13,000㎡、野球2面、ソフトボー
ル４面

浪合コア軽運動室
住所： 阿智村浪合1018
電話： 0265-47-2001
治部坂高原スキー場
住所： 阿智村浪合治部坂1192-1626
電話： 0265-47-1111
銀河もみじ平
住所： 阿智村浪合1711番地1
電話： 0265-47-2777
キャンプ場
マレットゴルフ場
ふるさと村自然園
住所： 阿智村清内路2991番地
電話： 0265-46-2525
運動広場

16

テニスコート

17

キャンプ場

Ｈ6.3、108㎡、照明、トレーニング器具8
種

Ｓ42、11ｈａ、リフト（全長1,200ｍ・4
基）、スキーハウス1棟

バンガロー23棟、フリーサイト６０帳

18ﾎｰﾙ

Ｓ58.4、8,877㎡、照明、

Ｓ58.4、全天候8面

Ｈ８、ゴンドラ１基、リフト５基、スキー
ハウス２棟

20m×8m 可動床
歩行浴槽9×2.7ｍ

Ｈ6.7、9,900㎡、管理棟（シャワー室・更
衣室・便所等）

平谷村 （人口401 人） 【3施設】
屋内ゲートボール場
住所： 平谷村383
電話： 0265-48-2220
平谷高原スキー場
2 住所： 平谷村737
電話： 0265-48-2100
1

Ｈ12.10、500㎡、照明、1面

Ｓ60.12、400㎡、照明、リフト2基、3
コース

3

総合グラウンド
住所： 平谷村737
電話： 0265-48-2100

Ｈ3.9、13,000㎡、サッカー1面、野球2
面、ラグビー1面

根羽村 （人口897人） 【10施設】
1

2

3

4

5

根羽村山村広場
住所： 根羽村103－1
電話： 0265-49-2111
根羽村屋内ゲートボール場
住所： 根羽村211－1
電話： 0265-49-2111
根羽村トレーニングセンター
住所： 根羽村104－1
電話： 0265-49-2111
根羽村やまあいプール
住所： 根羽村146-2
電話： 0265-49-2111
森沢多目的広場
住所： 根羽村205－1
電話： 0265-49-2111

Ｓ59.11、9,040㎡、照明、野球1面、（ソ
フトボール2面）、芝無

Ｈ4.3、500㎡、照明、ゲートボール1面

Ｓ59.11、955㎡、照明、バスケットボール
１面、バレーボール2面、（テニス1面）、
バドミントン4面
Ｈ5.6、785㎡、照明、競泳用25ｍ×5コー
ス、低学年用4ｍ×15ｍ

Ｈ3.3、2,200㎡、照明、テニス2面

茶臼山高原青少年旅行村
住所： 根羽村3370－1
電話： 0265-49-2111
杉パーク森沢
7 住所： 根羽村213
電話： 0265-49-2120
森沢交流促進センター
住所： 根羽村382－414
8
電話： 0265-49-2120
剣道場
6

9

Ｓ50.7、照明、テント20張、バンガロー20
棟、貸別荘2棟

Ｈ7.4、マレットゴルフ兼パターゴルフ場
18ホール 378ｍ

Ｈ6.10、342㎡、照明、剣道場1面、弓道場
5人立、茶室

弓道場
赤坂マレットゴルフ場
住所： 根羽村4918－831
電話： 0265-49-2111

H21.3、マレットゴルフ場

リフレッシュパーク下條
住所： 下條村睦沢2530－1
7
電話： 0260-27-3640
マレットゴルフ場

Ｈ4.12、照明、18ホール

8

Ｈ4.12、照明、18ホール

10

18ホール

下條村 （人口 3,729人） 【11施設】
1

下條村村民運動場
住所： 下條村睦沢8524
電話： 0260-27-1050

2

ゲートボール場

3

4

5

6

下條村B&G海洋センター体育館
住所： 下條村睦沢8537
電話： 0260-27-1050
下條村インドアスポーツ
リフレッシュセンター
住所： 下條村睦沢2457
電話： 0260-27-1050
下條村弓道場
住所： 下條村睦沢8532－1
電話： 0260-27-1050
下條村テニスコート
住所： 下條村睦沢8533－1
電話： 0260-27-1050

Ｓ55.3、12,831㎡、照明、野球、ソフト
ボール、ゲートボール

Ｓ56.9、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6面、
卓球10面
Ｈ12.2、1,021㎡、照明、ゲートボール2
面、テニス1面、バレーボール1面、バドミ
ントン1面

Ｈ5.3、射場129㎡、的場41㎡、照明、5人
立（近的）

パターゴルフ場

下條親水公園
住所： 下條村陽皐5074
9
電話： 0260-27-2311
マレットゴルフ場
10

オートキャンプ場

下條村地域武道センター
11 住所： 下條村睦沢8850-1
電話： 0260-27-1050

Ｓ63.7、照明、18ホール

Ｈ11.7、照明、14サイト
Ｈ26.3、686.8㎡、照明、柔道場1面(98
畳)、剣道場1面(238㎡)、談話室1面(162.8
㎡)

Ｈ2.3、1,603㎡、照明、全天候2面

売木村 （人口 544人） 【9施設】
売木村
住所： 売木村1－92
1 電話： 0260-28-2316

Ｓ54.3、10,000㎡、照明、野球1面

村民グラウンド
2

村営テニスコート

売木村ゲートボール場
3 住所： 売木村640
電話： 0260-28-2311
売木記念休養林岩倉キャンプ村
4 住所： 売木村2655-11
電話： 0260-28-2354
(役場：2311)
売木村岩倉ダムキャンプ場
5 住所： 売木村45-82
電話： 0260-28-2311

売木村白樺高原キャンプ場
住所： 売木村2653-122
電話： 0260-28-2082
(役場：2311)
いきいきＧｒeenほしふる里
グラウンド・ゴルフコース
7
住所： 売木村45-333
電話： 0260-28-2350
南信州広域公園うるぎ
星の森オートキャンプ場
8
住所： 売木村2653－3
電話： 0260-28-2455
売木村陸上競技場
9 住所： 売木村2649-60
電話： 0260-28-2311
6

Ｓ55.3、4,000㎡、照明、3面

Ｓ63.10、照明、1面尾根有

Ｓ53.8

Ｓ40.7、

Ｈ19、２コース（８ホール×２）

Ｈ11.4、34,000㎡、キャビン小7棟・大
３、 テント90基、遊具４基

Ｈ30.9、13800㎡、陸上400m･6コース、照
明サッカー105ｍ×68ｍ

Ｓ55.4

天龍村 （人口 1,246人） 【8施設】
天龍村村民体育館
住所： 天龍村平岡
電話： 0260-32-2001
天龍村村営グラウンド
2 住所： 天龍村平岡清水
電話： 0260-32-2001
天龍村弓道場
3 住所： 天龍村平岡1200-4
電話： 0260-32-2001
和知野川キャンプ場
4 住所： 天龍村長島750-10
電話： 0260-32-2001
1

Ｓ54.2、958㎡、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、柔道場
Ｓ61.5、8,093㎡、照明

Ｈ6.1、照明

Ｓ51.6、12,000㎡

天龍村テニスコート
住所： 天龍村平岡
電話： 0260-32-2001
南下マレットゴルフ場
6 住所： 天龍村平岡1200-7
電話： 0260-32-2001
天龍村営楽園ふれあい広場
7 住所： 天龍村長島713
電話： 0260-32-2001
大河内キャンプ場
8 住所： 天龍村神原4592
電話： 0260-32-2001
5

Ｈ2.3、858㎡、照明
Ｈ2.2、18ホール パー72

Ｈ4.9、野球場1面、ラグビー1面、マ
レットゴルフ18ホール

Ｓ59.6、5,100㎡

泰阜村 （人口1,616人） 【11施設】
1

2

3

4

5

泰阜村総合グラウンド
住所： 泰阜村3164－1
電話： 0260-26-2750
泰阜村総合体育館
住所： 泰阜村3236－1
電話： 0260-26-2750
泰阜村屋内ゲートボール場
住所： 泰阜村3236－1
電話： 0260-26-2750
泰阜村ふれあい広場ゲートボール場
住所： 泰阜村6714－3
電話： 0260-26-2111
泰阜村弓道場
住所： 泰阜村3236－1
電話： 0260-26-2750

Ｓ59.8、15,600㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール4面

Ｓ60.3、1,292㎡、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

Ｈ6.7、照明、2面

Ｓ63.11、2面

Ｓ52.12、照明、近的5人立

あいパークやすおか
住所： 泰阜村3319
6
電話： 0260-26-2001
フィールドアスレティック

Ｈ6.7、芝生、ターザンロープ遊具

7

ドリームボブスレー

Ｈ6.4、全長522ｍ一人乗り二人乗り兼用

8

マレットゴルフ場

Ｈ6.7、18ホール パー72、全長700ｍ

9

パターゴルフ場

Ｈ6.4、人工芝426ｍ、18ホール パー72

左京川キャンプ場
10 住所： 泰阜村左京
電話： 0260-26-2111
万古渓谷キャンプ場(二軒屋)
11 住所： 泰阜村川端
電話： 0260-26-2111

Ｈ11.4、

Ｓ55.4

喬木村 （人口 6,088人） 【11施設】
1

2

3

4

5

芝グランド
住所： 喬木村5844番地1
電話： 0265-33-2002
中央社会体育館
住所： 喬木村5797番地
電話： 0265-33-2002
弓道場
住所： 喬木村1562－2
電話： 0265-33-2002
第一社会体育館
住所： 喬木村938－2
電話： 0265-33-2002
矢筈公園キャンプ場
住所： 喬木村
電話： 0265-33-2001

H21.10、3,480㎡、照明、ミニサッカー１
面、バレーボール2面、マレットゴルフ
Ｓ63.4、1,340㎡、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

Ｓ62.4、3人立

6
7
8
9

Ｈ5.10、491㎡、照明、バドミントン1面、
柔道、剣道、

10

Ｓ55

11

運動公園
住所： 喬木村1949－2
電話： 0265-33-2002
グラウンド
テニスコート
ランニングコース
西の宮マレットゴルフコース
住所： 喬木村
電話： 0265-33-2002
大原机山マレットゴルフコース
住所： 喬木村
電話： 0265-33-2002
みんなの広場アスボ（コート）
住所： 喬木村6695-1
電話： 0265-33-5570

Ｈ9.10、12,100㎡、照明、野球2面、ソフ
トボール4面、サッカー1面

Ｈ9.10、照明、4面
Ｈ9.10、照明、1周500ｍ 幅3ｍ
Ｈ9.10、10,000㎡、18ホール パー72

Ｈ23.10

36ホール

パー144

Ｈ30.4、558㎡、テニスコート1面、フット
サル1面（兼用コート）

豊丘村 （人口6,707人） 【13施設】
1

豊丘村民体育館
住所： 豊丘村神稲5081‐1
電話： 0265-35-9066

2

柔剣道場

3

卓球場

4

豊丘村スポーツ館
住所： 豊丘村神稲3468
電話： 0265-35-9066
豊丘村アカシアマレットゴルフ場
9 住所： 豊丘村神稲12655
電話： 0265-35-9066
8

S58.4、1,885㎡、照明、バスケットボー
ル、バレーボール、バドミントン、テニ
ス、柔剣道場、卓球場

H10.8、照明、ゲートボール2面、
テニス1面
S62.11、11,250㎡、27ホール パー108

豊丘村水辺マレットゴルフ場

10

トレーニングルーム

豊丘村神稲3120
0265-35-9066
豊丘村天神公園マレットゴルフ場
11 住所： 豊丘村河野6449-2
電話： 0265-35-9066
野田平キャンプ場
12 住所： 豊丘村神稲12523‐36
電話： 0265-35-3311
林原多目的広場テニスコート
13 住所： 豊丘村神稲4319‐19
電話： 0265-35-9066
住所：

H12.4、7,200㎡、18ホール パー72

電話：

豊丘村民運動広場
住所： 豊丘村神稲5081‐1
S59.7、11,000㎡、野球、ソフトボール
電話： 0265-35-9066
豊丘村弓道場
S59.7、照明、近的5人立
6 住所： 豊丘村河野3443
電話： 0265-35-9066
豊丘村だんＱくんロード（5コース） Ｈ22.4 りんご、なしコース：竜東一貫道路南北5
Ｋｍ
いちごコース：役場周辺0.9Ｋｍ
まつ
7 住所： 豊丘村神稲
たけ、かきコース：広域農道沿南北6Ｋｍ
電話： 0265-35-9066
5

H21.9、18ホール パー72

H2.4、ログハウス5棟、その他

H23.4、テニスコート（ｵﾑﾆｺｰﾄ）4面、
照明4基

大鹿村 （人口 1,000人） 【12施設】
大鹿村総合グランド
1 住所： 大鹿村大河原4332‐2
電話： 0265-39-2100

S53.10、18,093㎡、照明、400mトラッ
ク、サッカー1面、野球1面

2

S53.10、2,620㎡、照明、全天候テニス
コート4面

3

テニス場
弓道場

トレーニングルーム
住所： 大鹿村大河原645
電話： 0265-39-2100
大西公園マレットゴルフ場
5 住所： 大鹿村大河原4340
電話： 0265-39-2100
鳥ケ池キャンプ場
6 住所： 大鹿村大河原4896‐1
電話： 0265-39-2001
4

S53.10、483㎡、近的1ヶ所

H7.3、166㎡、体操、トレーニング

大池キャンプ場
7 住所： 大鹿村大河原大池
電話： 0265-39-2001
上蔵ゲートボール場
8 住所： 大鹿村大河原2269‐3
電話：

H2.7、約4,000㎡、バーベキューハウス1
棟、その他

電話：

S59.4、336㎡、ゲートボール1面

0265-39-2100

東部地区ゲートボール場
11 住所： 大鹿村鹿塩1240
電話：

H12.10、300㎡、ゲートボール1面

0265-39-2100

鹿塩地区館敷地内ゲートボール場
10 住所： 大鹿村鹿塩2610‐1
H23.11、27ホール パー108

H6.3、300㎡、ゲートボール1面

0265-39-2100

落合地区ゲートボール場
9 住所： 大鹿村大河原落合
電話：

H12.10、45,000㎡、バーべキューハウス、
ロープアスレチック他

S62.3、336㎡、ゲートボール1面

0265-39-2100

北入（北部地区）ゲートボール場
12 住所： 大鹿村鹿塩3712
電話： 0265-39-2100

H3.12、300㎡、ゲートボール1面

