
長野市 （人口375,811人） 【214施設】 *は教育委員会の所管でないもの

住所： 長野市真島町真島2268-1
電話： 026-283-7977

住所： 長野市吉田5-1-19 メインアリーナ
電話： 026-244-3290

メインアリーナ

住所： 長野市大字稲葉940
電話： 026-228-3659

住所： 長野市大字鶴賀380
電話： 026-228-3659

住所： 長野市三輪8-151-1
電話： 026-234-4430

住所： 長野市吉田5-1-19
電話： 026-244-7555 住所： 長野市大字小島828

電話： 026-296-8540
住所： 長野市吉田5-1-19
電話： 026-244-7555 住所： 長野市大字北郷3065-2

電話： 026-224-5083
住所： 長野市吉田5-456
電話： 026-244-7555 住所： 長野市大字穂保943-ｲｰ1

電話： 026-295-9697
住所： 長野市大字東和田632
電話： 026-244-0111 住所： 長野市安茂里小市3-27-11

電話： 026-226-4059
住所： 長野市大字東和田700
電話： 026-241-4200 住所： 長野市篠ノ井塩崎5268

電話： 026-224-5083
住所： 長野市大字東和田587

自由使用 住所： 長野市篠ノ井岡田2059-1
電話： 026-292-5443

住所： 長野市大字東和田587
電話： 026-244-7555 住所： 長野市若穂綿内7598-2

電話： 026-282-2082
住所： 長野市石渡485
電話： 026-244-0111 住所： 長野市七二会丁2376-1

電話： 026-229-2761
住所： 長野市大字高田603-1
電話： 026-243-3524 住所： 長野市豊野町豊野624番地

電話： 026-257-3131
住所： 長野市大字上駒沢1222
電話： 026-295-9707 住所： 長野市大岡乙298番地1

電話： 026-266-2413
住所： 長野市浅川東条327-1
電話： 026-263-1001 住所： 長野市上野2丁目120-13

電話： 026-295-3055
住所： 長野市大字石渡8
電話： 026-243-7251 住所： 長野市鬼無里日影6831番地

電話： 026-256-2055
住所： 長野市大字安茂里1778-1 122 運動広場
電話： 026-226-4059

住所： 長野市松代町松代4-3
住所： 長野市大字桜567 電話： 026-278-3912
電話： 026-235-5778

住所： 長野市大字北長池1640-2
住所： 長野市篠ノ井小松原1056-2 電話： 026-243-7251
電話： 026-292-2121

住所： 長野市浅川東条232
住所： 長野市松代町西条3838 電話： 026-263-1001
電話： 026-278-1578

住所： 長野市大字大豆島1144-1
住所： 長野市川中島町上氷鉋17-1 電話： 026-222-2888
電話： 026-284-8222

住所： 長野市大字山田中2100
住所： 長野市信更町氷ノ田3148-1 電話： 026-229-3731
電話： 026-299-2619

住所： 長野市豊野町豊野821番地1
住所： 長野市戸隠栃原4788番地2 電話： 026-257-3131
電話： 026-252-2221

126

大豆島体育館*

Ｈ5.1、600㎡、照明、テニス１面（冬期夜
間のみ）、ゲートボール2面

127

青少年錬成センター

Ｓ57.3、264.6㎡、照明、剣道、柔道

125

浅川公民館体育館

Ｓ52.9、310.9㎡、照明、バレーボール1面

Ｈ28.9、825.88㎡、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、バウンドテニス4面、卓球

戸隠体育館* 128

豊野屋内運動場*

22

川中島体育館* Ｓ58.3、696㎡、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3面、
卓球

23

信更体育館* Ｓ59.10，700㎡、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、卓球

21

松代体育館* Ｓ57.6，696㎡、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3面、
卓球

121

両京健康スポーツセンター*
Ｓ58.6、体育館 599㎡、照明、バレーボー
ル1面、バドミントン2面、卓球、グラウン
ド 5,031㎡、照明

123

松代公民館体育館

Ｓ46.2，336㎡、照明、バレーボール1面

124

20

小松原体育館* Ｈ1.3、416㎡、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、
卓球

120

昭和の森公園フィットネスセンター* Ｓ63.10、720㎡、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3
面、卓球

朝陽公民館体育館

Ｓ47.3、290.2㎡、照明、バレーボール1面

19

17

朝陽体育館* Ｈ11.1、782.4㎡、照明、バレーボール2
面、バドミントン3面、卓球、テニス1面、
バスケットボール1面

芋井体育館* Ｓ62.3、476㎡、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、
卓球

119

18

裾花体育館* Ｈ5.3、777.6㎡、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3面、
卓球

16

浅川体育館* Ｈ8.3、799.2㎡、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3面、
卓球、テニス1面

118

豊野体育館* Ｓ57.12、1,743㎡、照明、バスケットボー
ル2面、バレーボール4面、バドミントン8
面、テニス2面、卓球

大岡体育館*
S 61.6、1,243㎡、バレーボール2面、バス
ケットボール1面、バドミントン3面、卓球

Ｓ59.2、410.55㎡、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、卓球

14

古牧体育館* Ｈ3.3、715.2㎡、照明、バレーボール2面、
バドミントン3面、卓球、バスケットボー
ル1面

13

補助競技場*

Ｓ51.3、10,800㎡、第四種公認

Ｓ58.1、690㎡、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3面、
卓球

15

古里体育館* Ｓ63.3、696㎡、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3面、
卓球

H17.11　5,800㎡、マレットゴルフ場18
ホール

115

篠ノ井体育館*

117

七二会体育館*

マレットゴルフ場*

若穂体育館*

Ｈ2.3、715.2㎡、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3面、
卓球

11 Ｓ55.3、720㎡、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3面、
卓球他

12

県営野球場*
Ｓ41.10、18,940㎡、照明、両翼98m、中
堅122m

116

Ｈ9.3、779.52㎡、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3
面、卓球、テニス1面

9

陸上競技場*

Ｓ51.4、32,144㎡、第二種公認、照明

7

アクアウィング* Ｈ11.1、10,100㎡、照明、室内プール、
（50ｍ、25ｍ、飛込）、国際公認（50m、
飛込）

113

安茂里体育館* Ｓ57.3，696㎡、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3面、
卓球

Ｓ54.3、720㎡、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3面、
卓球

Ｓ60.3、416㎡、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、卓
球

8

運動広場*
Ｓ5１.3、8,020㎡、照明、多目的広場1面、
ゲートボール3面

108

芹田体育館*

Ｈ4.3、768㎡、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3面、
卓球

110

柳原体育館*

Ｓ56.3、406.4㎡、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、卓球剣道場

Ｈ8.3、メインアリーナ2,700㎡、照明、バ
スケットボール3面、バレーボール4面、バ
ドミントン12面
サブアリーナ2,300㎡、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、体操用具一式

（ホワイトリング）

6

弓道場*
Ｓ55.1（Ｈ16.3増築）、2,910㎡、照明、近
的10人立、遠的10人立

106

107

Ｓ53.8、メインアリーナ：1,925㎡、照明、
バレーボール4面、バスケットボール2面、
バドミントン12面、卓球28面
補助体育館：1階剣道場363㎡、柔道場465
㎡、2階サブアリーナ886㎡、バレーボール
2面、バスケットボール1面、バドミンドン
6面、卓球10面

柔道場

川合新田体育館*

サブアリーナ

1

長野運動公園総合運動場* 県営野球場、陸上競技場、補助競技場、テ
ニスコート、総合体育館、弓道場、プー
ル、222,000㎡

総合体育館*

サブアリーナ

Ｓ60.3、312㎡、照明、バレーボール1面、
バドミントン1面、卓球

5

105

長野市真島総合スポーツアリーナ*

卓球場
109

三輪体育館*

2

3

4

111

10

テニスコート*
Ｓ52.7、6,680㎡、照明、10面、砂入人工
芝

112

北郷体育館*

長沼体育館*

114

塩崎体育館*

24
Ｓ56.4、1,897㎡、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、卓球



住所： 長野市戸隠豊岡248
住所： 長野市篠ノ井山布施8282 電話： 026-254-2323
電話： 026-229-3688

住所： 長野市大岡乙298番地3
住所： 長野市鬼無里7395番地 電話： 026-266-2121
電話： 026-256-2055

住所：

電話： 026-223-2223

住所： 長野市若穂綿内7597-4 住所： 長野市吉田1丁目13-8
電話： 026-282-2082 電話： 026-243-1358

住所： 長野市大字若槻東条505-1 住所： 長野市大字南長野妻科33-1
電話： 026-295-3355 電話： 026-232-3256

住所： 長野市大字山田中2545 住所： 長野市西鶴賀町1481-1
電話： 026-229-2782 電話： 026-237-8300

住所： 長野市篠ノ井杵渕212-7 住所： 長野市西和田2丁目26-1
電話： 026-292-2121 電話： 026-244-8667

住所： 長野市大字上ヶ屋2471-79 住所： 長野市神楽橋39-2
電話： 026-239-2522 電話： 026-263-1001

住所： 長野市篠ノ井布施五明514-1 住所： 長野市上野2丁目120-13
電話： 026-292-5443 電話： 026-295-3055

住所： 長野市鬼無里147番地8 住所： 長野市篠ノ井岡田2052-4
電話： 026-256-2055 電話： 026-292-5443

住所： 長野市大岡乙3117番地 住所： 長野市松代町西条3860
電話： 026-266-2121 電話： 026-224-5083

住所： （エムウェーブ）長野市北長池195 住所： 長野市真島町真島2268-1
電話： 026-222-3300 電話： 026-283-7977

住所： 長野市篠ノ井小森578 住所： 長野市鬼無里147番地2
電話： 026-293-4435 電話： 026-256-2055

住所： 住所： 長野市川中島町今井769-1
電話： 026-227-2310 自由使用

住所： 長野市大字上ケ屋2471-79
電話： 026-239-2522

住所： 長野市箱清水1-10-41
電話： 026-235-5144 住所： 長野市大字川合新田3427

電話： 026-221-7440
住所： 長野市大字下駒沢23
電話： 026-295-9707 住所： 長野市大字安茂里7899-3

電話： 026-228-1711
住所： 長野市大字大豆島4330
電話： 026-259-5588 住所： 長野市松代町西条3872-1

電話： 026-278-1578

住所： 長野市鬼無里147番地2
住所： 長野市篠ノ井塩崎4720 電話： 026-256-2414
電話： 026-292-2121

住所： 長野市大字屋島3572地先
住所： 長野市篠ノ井石川1523-2 電話： 026-259-5588
電話： 026-292-2121

住所： 長野市大字安茂里1605-2地先
住所： 長野市若穂川田４２７－１ 電話： 026-224-5083
電話： 026-282-2095 150 テニスコート

151 マレットゴルフ場
住所： 長野市川中島町御厨562
電話： 026-284-8222 住所： 長野市大字山田中2429-1

電話： 026-229-2782
住所： 長野市豊野町豊野820番地1
電話： 026-257-3131 住所： 長野市大字広瀬885

電話： 026-235-5778
住所： 長野市三輪3丁目816
電話： 026-224-5083 住所： 長野市篠ノ井塩崎4733

電話： 026-292-2121

芋井運動場*

153

Ｓ53.6、7199㎡、照明、3面、砂入り人工
芝

Ｓ59.7、12,150㎡、野球場1面

154

篠ノ井運動場*
Ｓ60.3、24,951㎡、野球場1面、少年野球
場1面

Ｓ46.3、84,274㎡、野球場4面、少年球場1
面、サッカー1面、テニスコート2面、マ
レットゴルフ場18ホール

152

青垣公園市民プール* Ｈ7.3、4,500㎡、照明、25m変形プール、
スライダープール、ちびっこプール、親水
エリア、　親水遊具1基

Ｓ54.3、8,340㎡、野球場1面

千曲川リバーフロントスポーツガーデン* Ｈ2.12、100,000㎡、ラグビー・サッカー
兼用１面、サッカー場４面、ローラース
ケート場、クラブハウス

148

小田切運動場*

48

豊野テニスコート*

Ｓ59.4、1,560㎡、照明、2面

149

犀川第一運動場*

49

三輪テニスコート*

Ｓ57.3，840㎡、1面

47

御厨テニスコート*

Ｓ62.8，1,444㎡、2面、全天候型舗装

145

安茂里市民プール*
Ｈ7.7、3,267㎡、照明、大プール
（50m）、幼児プール

46

若穂中央公園テニスコート*

H21.3,、3.410㎡、照明、４面、砂入人工芝

147

41 Ｈ7.6、1,235㎡、2面

Ｓ61.6、5,378㎡　照明、大プール
（50m）、幼児プール

Ｈ7.8、2,800㎡、2面

45

川柳テニスコート*

Ｓ56.9、2,490㎡、3面

143

アゼイリア飯綱テニスコート*

Ｓ55.7、4面、全天候型舗装、夜間照明

鬼無里Ｂ＆Ｇ海洋センター市民プール*
Ｈ3.5、1,570㎡、照明、プール25m×6コー
ス、幼児用プール10m×6m

44

篠ノ井テニスコート*

Ｓ63.12、4,852㎡、3面、全天候型舗装

43 ゲートボール場

142

42

古里テニスコート*

146

城山テニスコート*

Ｈ30.4、14,402㎡、4面、ゲートボール2面

141

鬼無里テニスコート*

大豆島テニスコート

144

中高年齢労働者福祉センター*

（サンライフ長野）長野市若里6-7-1

今井区西遊園地テニスコート*

芹田市民プール*40

トレーニングルーム

Ｓ59.8、540㎡、照明、トレーニングルー
ム、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

Ｈ9.3、1,290㎡、2面

38

H8.3、1面、全天候型舗装

138

茶臼山テニスコート*

139

140

Ｓ52.7、2,288㎡、3面、砂入り人工芝

136

緑ヶ丘テニスコート*

Ｈ8.4，1,300㎡、2面

青垣公園テニスコート*

39

真島テニスコート*

Ｈ3.11、1,323㎡、照明、2面、砂入り人工
芝

33

長野市オリンピック記念アリーナ* Ｈ8.11、13，700㎡、照明、大型映像、走
行バトン可動スタンド等あり多目的に利用
できる

Ｓ63.3、748㎡、照明、テニス1面、ゲート
ボール2面

Ｈ7.6、640㎡、照明、ゲートボール場1面

Ｈ1.9、4,000㎡、照明、4面、砂入り人工芝

35

下大岡屋内運動場*

Ｈ10.4、590㎡、照明、ゲートボール場1面

135

西和田テニスコート*

37

南部勤労青少年ホーム体育室*

茶臼山屋内運動場*

132

中部勤労青少年ホーム体育室*

34

鬼無里屋内運動場*

134

勤労者女性会館 しなのき*

Ｓ56.3、410㎡、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

132

北部勤労青少年ホーム体育室*

131

長野市若里多目的スポーツアリーナ*

Ｓ47.3、312㎡，照明、バレーボール1面、
バドミントン１面、バスケットボール1面

36

Ｈ7.4、128㎡、照明、トレーニングルーム

Ｓ59.5、2,151㎡、3面、砂入り人工芝

137

昭和の森公園テニスコート*

32

アゼィリア飯綱体育館*

Ｓ55.7、669.3㎡、照明

30

小田切交流センター体育館

Ｈ8.11、432㎡、照明、バレーボール1面

運動広場

29

若槻公民館体育館
Ｓ47.11、358.36㎡、照明、バレーボール1
面

Ｓ59.3、396㎡、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

31

篠ノ井交流センター西寺尾分館体育館

Ｓ54.12、380㎡、照明、バレーボール1面

Ｈ7.3、アリーナ4,000㎡、照明、ロール
バックシート等あり多目的に利用できる（ビッグハット）長野市大字若里3-22-2

129

戸隠屋内運動場*

28

若穂公民館ホール

Ｓ46.3、291.8㎡、照明、バドミントン1面

27

130

大岡屋内運動場*

Ｓ62.6、455㎡、照明、ゲートボール1面上里健康スポーツセンター*

Ｓ59.8、体育館 598㎡、照明、バレーボー
ル1面、バドミントン2面、卓球、グラウン
ド 3,291㎡、照明

Ｈ6.3、989.64㎡、照明、ゲートボール2
面、テニス1面

25

篠ノ井村山健康スポーツセンター*
H10.6、375㎡、照明、バレーボール1面、
バスケットボール1面、卓球

26



住所： 長野市大字上ヶ屋2471-79
電話： 026-239-3185 住所： 長野市篠ノ井小松原1398-2

自由使用
住所： 長野市大字上ヶ屋2472 156 ゲートボール場
電話： 026-239-3185

住所： 長野市松代町東寺尾1276
住所： 長野市上松2-4-10 電話： 026-278-3912
電話： 026-232-0370 158 テニスコート

住所： 長野市上野2丁目137-3 住所： 長野市丹波島3丁目1052
電話： 026-295-6383 電話： 026-284-8222

住所： 長野市篠ノ井岡田2060-2
電話： 026-292-5443

住所： 長野市青木島町綱島814-ロ
住所： 長野市稲里町田牧633 電話： 026-284-2046
電話： 026-286-2520

住所： 長野市信更町氷ノ田1515
住所： 長野市青木島町青木島乙954‐2 電話： 026-299-2619
電話： 026-224-5083

57 ゲートボール場 住所： 長野市豊野町大倉1609番地

58 マレットゴルフ場 電話： 026-257-3131

住所： 長野市大字屋島1813-5地先 住所： 長野市戸隠豊岡248
電話： 026-224-5083 電話： 026-254-2323

住所： 長野市大字安茂里8934-1 住所： 長野市大岡乙298番地1
電話： 026-224-5083 電話： 026-266-2121

住所： 長野市大字上ヶ屋2471-162 住所： 長野市大字若槻団地1-384

自由使用 自由使用

167 ゲートボール場
住所： 長野市篠ノ井横田947
電話： 026-292-2121 住所： 長野市信更町氷ノ田3147-1内

自由使用
住所： 長野市篠ノ井塩崎8282

自由使用 住所： 長野市七二会御射山丙2180外

自由使用
住所： 長野市篠ノ井岡田2125
電話： 026-292-5443 住所： 長野市七二会五十平

自由使用
住所： 長野市若穂牛島1010-7地先
電話： 026-224-5083 住所： 長野市大字川合新田342-1

自由使用
住所： 長野市七二会己989ｰナ
電話： 026-229-2761 住所： 長野市小島田町1554

自由使用

住所： 長野市浅川東条300-1
住所： 長野市大字屋島121-1 自由使用
電話： 026-224-5083

住所： 長野市神楽橋50
住所： 長野市豊野町大倉1450番地1 電話： 026-224-5054
電話： 026-257-3131

住所： 長野市川中島町御厨562
住所： 長野市鬼無里150番地 電話： 026-284-4052
電話： 026-256-2014 川中島町公民館（ナイター分）

電話： 026-284-8222
住所： 長野市大字屋島3584地先

自由使用 住所： 長野市松代町西条3837
電話： 026-278-3912

住所： 長野市若穂綿内3426

自由使用 住所： 長野市篠ノ井塩崎5252-1
電話： 026-224-5054

住所： 長野市篠ノ井東福寺1830

自由使用 住所： 長野市大字門沢3745-164
電話： 026-239-3185

住所： 長野市信更町安庭798-1

自由使用 住所： 長野市若穂綿内9747-1

自由使用
住所： 長野市松代町牧島716-6

自由使用 住所： 長野市中御所5-16

自由使用

Ｓ46.8、4,470㎡、運動広場1面、ゲート
ボール2面

マレットゴルフ場

H13.8、11,408㎡、18ホール

Ｓ48.7、241,817㎡、野球場5面、少年野球
場2面、ソフトボール4面、テニスコート2
面、フットボール3面、マレットゴルフ場
36ホール、ゲートボール5面

159

162

信更運動場*

163

豊野東山第一運動場*

161

裾花マレットゴルフ場*

飯綱高原東第2グラウンド*

若穂マレットゴルフ場*

更北運動場*

Ｈ4.10、5,400㎡、運動広場1面

牧島運動広場*

Ｈ12.5、10,643㎡、18ホール179

74

安庭運動広場*

Ｓ59.6、4,500㎡、運動広場1面

180

75

178

72

山新田運動広場*

Ｓ47.4、2,956㎡、運動広場1面

Ｓ61.3、3,472㎡、運動広場1面

71

北屋島運動広場*

73

Ｓ58.3、4,220㎡、多目的広場1面

Ｈ6.9、9,200㎡、多目的広場1面176

緑ヶ丘公園多目的広場＊

H9.3、6,590㎡、多目的広場1面

Ｓ62.8、6,600㎡、照明、多目的広場1面

御厨公園運動場＊

175

177

東福寺運動広場＊
Ｓ57.10、2,037㎡、運動広場1面、ゲート
ボール1面

信更運動広場*

五十平運動広場*

豊野東山第二運動場*

Ｓ53.10、13,000㎡、野球場１面

Ｓ54.3、9,009㎡、野球場1面、少年野球場
1面、テニスコート1面、ゲートボール1面

Ｓ46.3、5,323㎡、運動広場1面

山﨑公園多目的広場＊

172

小島田運動広場*

Ｈ8.3、8,240㎡、運動広場1面

川合新田運動広場*

174

青垣公園運動場＊

171

Ｓ42.3、62,834㎡、野球場4面、航空用ラ
ジコン広場

Ｓ61.9、5,430㎡、運動広場1面

70

鬼無里運動場*

173

浅川運動広場*

Ｈ13.3、1,532㎡、ゲートボール場12面

69

Ｓ60.10、1,015㎡、運動広場1面170

66

七二会運動場*

67 テニスコート

68

Ｓ58.8、2,563㎡、運動広場1面

万年島運動場*

Ｓ46.3、8,944㎡、野球場１面

65

落合運動場*

169

春日山運動広場*

Ｓ57.3、2,275㎡、ゲートボール2面

Ｓ62.10、11,250㎡、野球場２面、管理
棟・休憩施設（友遊）165㎡、遊具

165

大岡運動場*

166

若槻団地運動広場*

168

164

戸隠運動場*

160

Ｓ59.6、11,500㎡、野球場１面

64

茶臼山運動場*
Ｓ47.3、18,910㎡、野球場2面、夜間照明
（1面）

Ｓ54.9、24,300㎡、野球場3面、少年野球
場1面

62

西横田運動場*
Ｓ59.5、25,564㎡、野球場2面、少年野球
場1面

60

安茂里運動場*
Ｈ3.3、8,729㎡、少年野球場1面、ゲート
ボール2面

63

塩崎運動場*

Ｓ63.12、17,180㎡、野球場2面

61

飯綱運動場*

Ｓ45.6、11,492㎡、BMX運動場

59

屋島運動場*
Ｓ44.8、21,653㎡、野球場2面、少年球場1
面

犀川南運動場*

Ｈ2.3、2,855㎡、テニスコート1面、ゲート
ボール2面

Ｓ63.3、30,782㎡、野球場2面、テニス
コート3面

157

西寺尾運動場*

小松原運動場*

155

Ｓ48.3、10,473㎡、野球場1面

56

犀川第二運動場*

Ｓ49.6　60,092㎡、野球場2面、少年野球
場2面、テニスコート3面、マレットゴルフ
場36ホール

54

茶臼山市民プール*
Ｓ48.7、5,831㎡、照明、大プール
（50m）、幼児プール

55

犀南市民プール*
Ｓ49.10、6,396㎡，照明、大プール
（50m）、幼児ﾌﾟｰﾙ

52

城山市民プール* Ｓ46.5、5,902㎡、照明、大プール（50
ｍ）、小プール（25ｍ）、子供プール、幼
児プール

53

北部市民プール*
Ｓ53.8、3,385㎡，照明、大プール
（50m）、幼児プール

50

飯綱高原第1テニスコート*

Ｓ57.8、3,400㎡、6面、全天候型舗装

51 Ｓ60.9、3,800㎡、6面、全天候型舗装

飯綱高原第2テニスコート*

S61.6、9,600㎡、照明、野球場1面、休憩
施設

Ｓ48.3、15,071㎡、照明、野球場2面



住所： 長野市真光寺439-5

自由使用 住所： 長野市若穂保科1173番地

自由使用
住所： 長野市川中島町今井原11-1
電話： 026-284-8222 住所： 長野市大字上ヶ屋2471-608

電話： 026-239-2056
住所： 長野市若穂綿内9587先
電話： 026-224-5083 住所： 長野市戸隠3694

電話： 026-254-3581
住所： 長野市三輪8-703
電話： 026-224-5054 住所： 長野市大岡丙5405-2､中牧280

電話： 026-266-2623
住所： 長野市川中島町上氷鉋747-1
電話： 026-224-5054 住所：

電話： 026-239-3077
住所： 長野市西和田2-49-4
電話： 026-224-5054 住所： 信州新町山穂刈8975-2

電話： 026-264-2155
住所： 長野市大字下駒沢23
電話： 026-295-9707 住所： 長野市戸隠3682-3

電話： 026-254-2106
住所： 長野市大字上ヶ屋2472
電話： 026-239-3185 住所： 長野市大字上ヶ屋2471-608

自由使用
住所： 長野市若穂川田427-1
電話： 026-284-4052 住所： 長野市中条日高3958-1

電話： 026-267-2145
住所： 長野市門沢3745-168
電話： 026-239-3185 住所： 長野市中条2505-1

電話： 026-267-2145
住所： 長野市篠ノ井岡田2358
電話： 026-292-9252 住所： 長野市信州新町新町1000-1

電話： 026-262-4985
住所： 長野市豊野町浅野2077-4

自由使用 住所： 長野市信州新町山上条1343
電話： 026-262-4985

住所： 長野市戸隠祖山3682-3
電話： 026-252-2810 住所： 長野市信州新町竹房640

電話： 026-262-4985
住所： 長野市松代町東寺尾3450-1
電話： 自由使用 住所： 長野市信州新町日原西490

電話： 026-264-2103
住所： 千曲川左岸、落合橋～篠ノ井橋 195 ゲートボール場（屋内）

自由使用
住所： 長野市信州新町牧田中1-23

住所： 長野市大字富田1-1 電話： 026-262-4985
電話： 026-239-2505

住所： 長野市大字三才1981-1
住所： 長野市中条2335 電話： 026-266-0582
電話： 026-267-2145 198 屋内運動場

199 アクションスポーツ広場
住所： 長野市信州新町新町1000-1 200 ウォーキングコース
電話： 026-262-4985 201 マレットゴルフ場

住所： 長野市信州新町新町1000-1 住所： 長野市真島町川合1060-1
電話： 026-262-4985 電話： 026-284-2046

住所： 長野市安茂里小市3丁目5546-1

自由使用
住所： 長野市信州新町新町1000-1
電話： 026-262-4985 住所： 長野市大字柳原2104-4

自由使用

住所： 長野市戸隠栃原3391-2
電話： 026-252-2221

住所： 長野市篠ノ井東福寺320
電話： 026-293-4062 住所： 長野市鬼無里坂口12070-1

自由使用

住所： 長野市篠ノ井東福寺320 住所： 長野市大字上ケ屋2471-80

電話： 026-293-4048 自由使用

H28.12、18,931.81㎡、27ホール207

Ｈ1.3、1,346㎡、照明、硬式用全天候2面

Ｈ26.4、運動広場（照明）、管理棟、屋内
運動場（テニス4面、ゲートボール2面、
フットサル2面）、アクションスポーツ広
場（照明）、芝生公園、ウォーキングコー
ス、マレットゴルフ場18ホール

196

戸隠スキー場*

Ｈ3.2、屋外1面、屋内1面
屋内運動場　照明、卓球
マレットゴルフ場27ホール

H4、33,000㎡、森の家、キャビン２棟

Ｓ38.12、86.6ha、スキーリフト7基

Ｈ8.3、180,000㎡、照明、コース延長
1,700m、プッシュボブスレー、延長 120m

Ｈ25.11、909㎡、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、テニス1面

Ｈ24.10、725㎡、運動広場1面

Ｈ4.10、7,000㎡、18ホール

Ｈ21.11、21,413㎡、36ホール

Ｈ12.12、9,239㎡、18ホール

Ｈ8.3、530㎡、照明、ゲートボール1面、
テニスコート1面

H13.12、35,000㎡、全36ホール190

184

信州新町ふれあい公園*

191

北部スポーツ・レクリエーションパーク*

南長野運動公園総合運動場*

信州新町テニスコート*

中条マレットゴルフ場*

保科温泉マレットゴルフ場*

Ｈ10.11、104,000㎡、36ホール

192

ふれあい広場津和の里マレットゴルフ場*

181

（スパイラル）長野市中曽根3700番地

206

202

更北体育館*

芋井マレットゴルフ場*

小市南運動広場*

Ｈ8.10、屋内、1,266㎡、照明、25mプール
8コース、幼児プール1、ジャグジー1

205

H12.3,照明、37,900㎡、グラウンド両翼
99.1㎡、中堅122m、内野スタンド21,000
人、外野スタンド9,000人、人工芝、ト
レーニングルーム、屋内練習場

松原ゲートボール場*

98

プール*

97

柳原運動広場*

トレーニングルーム

信州新町体育館*

Ｓ25.9、9,384㎡、照明、

96

197

93

信州新町運動場*

Ｈ17.4、653㎡、ゲートボール1面

柵運動場*

Ｓ50.4、10,576㎡、野球場1面

信州新町市民プール*

Ｈ24.10、383㎡、運動広場1面、

H14.10、1,467㎡、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6
面、トレーニングルーム、会議室、研修室

Ｓ45.7、312㎡・25ｍプール、332㎡・レ
ジャープール

203

94

Ｓ40.12、敷地面積51ha、一部照明、コー
ス総延長  6.9km、スキーリフト７基、ス
キーセンター１棟その他

Ｓ61.7、739.2㎡、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2
面

体育館 、テニスコート、プール、総合球技
場、ゲートボール場、野球場、相撲場、
297,000㎡

204

野球場・オリンピックスタジアム*

飯綱高原小天狗の森*

茶臼山マレットゴルフ場*

Ｈ12.8、18ホール

92

中条体育館*

95

91

飯綱高原スキー場*

89

90

中条屋内運動場*

86

戸隠マレットゴルフ場*

Ｓ45.3、アスファルト舗装、全長12.4㎞、
幅員1.8m

194

豊野リバーサイドパークマレットゴルフ場*

Ｈ30.7、27ホール、19,652㎡、全長
1,636m

松代マレットゴルフ場*

サイクリングコース*

小花見高原マレットゴルフ場*

87

187

飯綱高原南グラウンド*

85

188

193

信州新町竹房マレットゴルフ場*88

189

Ｓ59.8、16,000㎡、運動広場2面83

H13.7、20,000㎡、18ホール、クラブハウ
ス

82

H21.3、13,800㎡、照明、多目的広場1面
若穂中央公園管理事務所(ナイター分）
　　　０２６－２８２－２０９５

Ｈ3.11、5,100㎡、運動広場1面

84

若穂中央公園運動場＊

飯綱高原東第1グラウンド*

Ｈ19.6　5,800㎡、18ホール

古里公園運動場＊

H7.6、7,300㎡、多目的広場1面

182

飯綱高原キャンプ場*

Ｓ53.8、延長700m、遊具33ポイント

Ｓ36.6、127,600㎡、バンガロー62棟、コ
テージ7棟、管理棟1棟

戸隠キャンプ場*

信州新町萩の森の家（ｷｬﾝﾌﾟ場）*

185

79

美和公園多目的広場＊

Ｓ62.7、2,530㎡、多目的広場1面

80

氷鉋公園多目的広場＊

和田公園多目的広場＊

81

聖山パノラマオートキャンプ場*

Ｈ5.3、5,000㎡、多目的広場1面

183

Ｈ1.3、3,600㎡、多目的広場1面

186

長野市ボブスレー・リュージュパーク*

H9.12、34,920㎡、オートキャンプ場38区
画、コテージ２棟、キャンプサイト２区
画、バーベキューハウス2棟

Ｈ15.2、111,250㎡、多目的広場（グライ
ダー練習場）78

76

浅川マレットゴルフ場*

H25.4、14,250㎡、18ホール

今井運動広場*

若穂多目的広場*

77 Ｈ12.8、5,660㎡、少年野球場1面
Ｓ31.8、95,040㎡、バンガロー 5棟、ログ
キャビン12棟、管理棟1棟



住所： 長野市篠ノ井東福寺320 住所： 長野市大字大豆島6585-1

電話： 026-274-5521 電話： 026-222-3005

サンマリーンながの*
住所： 長野市篠ノ井東福寺320 住所： 長野市松岡2丁目26番7号
電話： 026-293-4048 電話： 026-221-5535

住所： 長野市篠ノ井東福寺320
電話： なし

ゲートﾎﾞｰﾙ場（屋内） 住所： 長野市大字門沢3745-162

026-293-4048 電話： 026-239-3185

体育館*
住所： 長野市篠ノ井東福寺320 住所： 長野市大岡丙5405-2
電話： 026-293-4048 電話： 026-266-2623

住所： 信州新町日原西2287番地
電話： 026-264-2155

住所： 長野市篠ノ井東福寺320
電話： 026-293-4818 住所： 長野市大字大豆島4330

電話： 026-259-5588

須坂市 （人口 50,524人） 【31施設】 ＊は須坂市（須坂市教育委員会）の所管でないもの

1
住所： 須坂市臥竜3-5-1 住所： 須坂市大字塩川168-1
電話： 026-248-2020 電話： 026-246-2274

多目的ホール　
住所： 須坂市臥竜6-25-2
電話： 026-248-2020

住所： 須坂市臥竜3-6-1 住所： 須坂市大字小河原1055-3
電話： 026-248-2020 電話： 026-248-5600

住所： 須坂市臥竜6-25-3 住所： 須坂市大字小河原1055-3
電話： 026-248-2020 電話： 026-248-5600

住所： 須坂市臥竜3-1-1 住所： 須坂市大字小島1478-1
電話： 026-248-1912 電話： 026-248-2020

住所： 須坂市臥竜6-3-12 住所： 須坂市大字塩野166-1
電話： 026-248-2020 電話： (塩野町区長へ問合せ）

22 ゲートボール場
住所： 須坂市大字須坂777-1
電話： 026-248-2020 住所： 須坂市大字豊丘1023-1

電話： 026-248-9004
住所： 須坂市大字須坂777-1 多目的ホール
電話： 026-248-2020 24 ゲートボール場

住所： 須坂市大字日滝１ 住所： 須坂市大字福島1077-2
電話： 026-245-0466 電話： 026-248-2020

芝生広場

住所： 須坂市大字日滝897-5
電話： 026-248-2020

住所： 須坂市大字日滝387-5 住所： 須坂市大字米持65-1
電話： 026-246-1746 電話： 026-248-2020

住所： 須坂市大字日滝413-4 住所： 須坂市大字仁礼7番地3
電話： 026-246-0155 電話： 026-248-6868

住所： 須坂市大字日滝3550-10 住所： 須坂市峰の原3153-50
電話： 026-248-9033 電話： 0268-74-2561

住所： 須坂市墨坂南２丁目26-1 住所： 須坂市大字仁礼3153－654
電話： 026-248-1912 電話： 026-245-9441

15

墨坂庭球場

S35.4、3,256㎡、クレイ4面 31

＊峰の原高原クロスカントリーコース H15.11、芝コース（延長延長2km、幅員6m） 全
天候型コース（延長2km、幅員3m）全天候型ト
ラック（延長0.4km、幅員2.5m）管理棟1棟、競技
監視塔１塔、選手休憩所2ヶ所

12

*須坂市屋内ゲートボール場ふれあい

13

*須高広域総合プール（サマーランド） S63.6、2,330㎡、照明、50m公認プール、
流水プール、飛び込みプール、幼児プー
ル、スライダー、着水プール

29

須坂市卓球場

10 卓球室

26 マレットゴルフ場

11 S55.1、465.37㎡、照明、卓球6台
27

Ｈ13.2、738.89㎡、照明、バレーボール2
面、ゲートボール1面、フットサル1面、テ
ニス1面（オムニコート）

須坂市剣道場

S42.11、250㎡、照明、

S43.3、1,666㎡、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8
面、卓球21台、卓球室（４台）

25

須坂市福島スポーツ広場

H12.3、78,992㎡、（芝生広場）サッカー
コート2面、（クレー広場）ソフトボール1
面、ゲートボール、（マレットゴルフ場）
36ホール　パー144

クレー広場

H9.11、9,536㎡、18ホール　パー72

6

百々川緑地マレットゴルフ臥竜コース S62.4、  つつじコース　18ﾎｰﾙ　パー72
　　　りんどうコース　  18ﾎｰﾙ　パー72
 　　  あじさいコース　  18ﾎｰﾙ　パー72

21

*須坂市塩野ふれあい広場

H11. 7、7,930㎡、野球1面、ゲートボール
1面、ペタンク2面

7

須坂市柔道場

S54.12、1,296㎡、全天候コート（テニ
ス・　バレーボール2面）

3

須坂市野球場

S52.3、10,285㎡、照明 18

須坂市北部運動広場
S62.9、15,400㎡、野球1面、ソフトボール
2面、サッカー2面、ゲートボール

2

須坂勤労青少年体育センター

17 屋外コート

松川マレットゴルフ場

S42.11、324㎡、照明、スプリングフロ
アー

23

須坂市豊丘活性化施設

H3.3、988㎡、照明、ゲートボール2面 28

米持マレットゴルフ場

＊峰の原高原リゾート

リフト３基、コース９本

H7.11、9,452㎡、18ホール　パー72

H9.10 18ホール　パー72

＊湯っ蔵んどマレットゴルフ場

14

県営日滝原産業団地 テニスコート（調整地内）

H9.8、15,413㎡、全天候コート4面 30

H2.4、1,440㎡、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8面、
テニス2面、卓球21台、多目的室

5

臥竜公園庭球場
S56.3、6,030㎡、照明、砂入人工芝4面、
クレイ4面 20

4

須坂市弓道場
S56.4、409.68㎡、照明、近的10人立、
遠的3人立 19

8

9

須坂市市民体育館

16

日野地域公民館

S49.6、562.95㎡、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3
面、　卓球台6台

須坂市北部体育館

県民須坂運動広場
S54.12、425.7㎡、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

S47.3、22,948㎡、陸上競技(400mﾄﾗｯｸ)、
ソフトボール、ゲートボール、野球2面、
サッカー2面

Ｈ30.3、12,200㎡、運動広場１面

208

サンマリーンながの屋内運動場* H29.3、1,493㎡、照明、テニスコート１
面、フットサル１面、ゲートボール２面、
テニス練習用壁面

聖山パノラママレットゴルフ場* 
H15.7、32,728㎡、コース全長1,516ｍ、４
コース・36ホール

H29.12、24,429㎡、造波プール、流水プー
ル、25mプール（ウォーキングプール）、
幼児プール、スライダー、トレーニング
ルーム、スタジオ、浴場、食堂

総合球技場* H15.3、26,300㎡、照明､サッカー、ラグ
ビー、アメフト兼用コート1面、天然芝、
観客席15,400席、会議室12室、屋内練習場

Ｈ15,3、400㎡、本土俵、上屋1棟、更衣室

99

100

相撲場*

H13.4、体育館　バレーボール1面

209

211

飯綱高原東第3グラウンド*

Ｈ6.4、5,400㎡、運動広場1面

210 トレーニングルーム

212

H13.3、24,000㎡、照明、16面、砂入人工
芝

214

大豆島運動場

101

ゲートボール場*

H13.3　2,000㎡　屋外5面、屋内1面

102

103

Ｈ8.10、アリーナ、1,728㎡、照明、バス
ケットボール２面、バレーボール（6人
制）3面（9人制）2面、ソフトテニス2面、
バドミンドン10面、卓球20面、スタジオ、
マシンジム

213

信州新町犀川交流センター*

104

テニスコート*



中野市 （人口 42,425人） 【31施設】 　　　　　　　　　　　　　　

中野市多目的サッカー場
住所： 中野市大字一本木590-1 住所： 中野市大字西条116
電話： 0269-26-3572 電話： 0269-26-3572

住所： 中野市大字一本木541 住所： 中野市大字栗林857-10
電話： 0269-26-3572 電話： 0269-26-3572

柔道場

3 剣道場 S53.3、364.5㎡、照明 住所： 中野市大字栗林700-1
電話： 0269-23-1021

住所： 中野市大字一本木556-1
電話： 0269-26-3572 住所： 中野市大字永江1809

電話： 0269-38-3800
住所： 中野市大字一本木522
電話： 0269-26-3572 住所： 中野市大字永江8156-649

電話： 0269-38-3000
住所： 中野市大字一本木550-1
電話： 0269-26-3572 住所： 中野市大字永江8156-649

電話： 0269-38-3000
住所： 中野市大字一本木522
電話： 0269-26-3572 住所： 中野市大字片塩1221

電話： 0269-23-1021
住所： 中野市大字岩船51-8
電話： 0269-26-7720 住所： 中野市大字片塩1221

電話： 0269-23-1021
住所： 中野市大字穴田3697-2
電話： 0269-38-3800 住所： 中野市大字田上1670-5

体育館 電話： 0269-26-3572

住所： 中野市大字田上牧の入

11 柔剣道場 Ｈ2.6、215㎡、照明、柔道1面、剣道1面 電話： 0269-82-4150

住所： 中野市大字穴田3535 住所：

電話： 0269-38-3800 電話： 0269-22-2111

住所： 中野市大字穴田3535 住所：

電話： 0269-38-3800 電話： 0269-22-2111

住所： 中野市大字穴田3548 住所： 中野市大字上今井3460-1
電話： 0269-38-3800 電話： 0269-38-3030

住所： 中野市大字中野2535 住所： 中野市大字立ヶ花917-11
電話： 0269-26-3572 電話： 0269-26-3572

住所： 中野市大字中野2513-イ 住所： 中野市大字間山956
電話： 0269-26-3572 電話： 0269-23-2686

飯山市 （人口 20,749人） 【22施設】
飯山市屋内運動場

住所： 飯山市大字旭4722 住所： 飯山市大字飯山1461
電話： 0269-63-2777 電話： 0269ー63-2915

14 18ホール　パー72

住所： 飯山市大字旭5725 住所： 飯山市大字木島
電話： 0269-63-2777 電話： 0269-62-3111

住所： 飯山市大字旭4534-2 住所： 飯山市大字木島425
電話： 0269-62-5821（夏季） 電話： 0269-62-3111

Ａグラウンド
住所： 飯山市大字旭4691 16 Ｂグラウンド
電話： 0269-62-3111

Ｄグラウンド
住所： 飯山市大字旭4722 住所： 飯山市大字飯山996-4
電話： 0269-63-2777 電話： 0269-62-3111

マレットゴルフ場 飯山市武道館

6 ランニングコース H4.11、1周1,011m、ランニングコース 住所： 飯山市大字飯山2742-1
電話： 0269-67-2250

住所： 飯山市大字豊田6569 剣道場
電話： 0269-62-3111（市商工観光課内） 19 柔道場

S63.11、コース全長1,741m
36ホール　パー144

18
H2.4、剣道1面、柔道2面

7

トピアホール 大ホール1330㎡、多目的ホール488㎡
バスケットボール2面、バドミントン8面
剣道、柔道可

S44.6、37,248㎡、（Ａ）運動広場1面、
（B）運動広場1面

4

飯山市多目的運動広場

H12.4、22,000㎡、400mトラック、照明

17

飯山市河川敷グラウンド

（D）Ｓ57.6、7,570㎡、運動広場1面

5

長峰スポーツ公園

2

飯山市営庭球場
S55.10、照明、
人工芝２面、クレー２面

飯山市木島マレットゴルフ場

3

飯山市民プール S53.3、950㎡、50mプール9コース、流水
プール131m、ちびっこプール、ウォーター
スライダー1台(２レーン） 15

飯山市河川敷グラウンド

1

飯山市民体育館 S51.6、1,728㎡、照明、バレーボール3
面、バスケットボール2面、バドミントン8
面

13
H7.3、1,004㎡、照明、ゲートボール2面、
テニスコート1面

H15.5、36ホール、26,162㎡

H24.6、10,000㎡、人工芝、照明、一
般用1面、ジュニア用2面、管理棟
37.26㎡

中野市屋内運動場
S57.4、820㎡、照明、フットサル1
面、テニス1面、投球練習場2人用S53.3、218.5㎡（120畳）、照明

18

1

中野市民体育館 S49.3、1,728㎡、照明、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ2面,ﾊﾞ
ﾚｰﾎﾞｰﾙ2面、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ12面、ﾃﾆｽ2面、卓球
24面、観客席700人

17

H12.5、9,545㎡、照明

4

中野市弓道場

S58.3、485㎡、照明、10人立

20

中野市永田社会体育運動場

19

2

中野市武道館

23

Ｓ56.9、4,615㎡、ゲートボール2面

5

中野市営野球場
S27.3、12,200㎡、照明、両翼93m、
センター120m

21

斑尾高原大池キャンプ場

Ｓ53、5,000㎡

6

中野市営運動場

H16.10、1,300㎡ 5区画

8

中野市民プール S48.8、8,398㎡、競技50m×20m(9ｺｰｽ)、
流水7m×140m、幼児馬蹄型中心長20m、ｽ
ﾗｲﾀﾞｰ22m 24

22

まだらおの湯マレットゴルフ場

Ｈ15.12、6,000㎡、18ホール

7

中野市コミュニティスポーツセンター

H3.5、遊具13種類

9

中野市Ｂ＆Ｇ海洋センター
Ｈ2.6、853㎡、照明、バドミントン3
面、バレーボール2面、バスケット
ボール1面 25

中野市北部運動場

S61.6、6,500㎡

北信濃ふるさとの森文化公園冒険の丘

リフト３基、照明
10 プール

Ｈ2.6、385㎡、25ｍ×13ｍ(6コー
ス）、照明、6ｍ×10ｍ（幼児） 26

H13.7、27ﾎｰﾙ、14,170㎡中野市大字竹原字松崎、中島及び中之島地内

13

中野市営豊田マレットゴルフ場

Ｈ3.4、1,800㎡、18ホールパー72 28

夜間瀬川柳沢河川公園マレットゴルフ場
H13.4、25,550㎡、ゲートボール2
面、マレットゴルフ27ホール

12

中野市営豊田野球場

中野市大字柳沢字清水及び西川原地内

14

中野市営豊田テニス場
Ｓ60.10、2,280㎡、照明、砂入人工
芝3面

29

もみじ荘室内ゲートボール場

Ｓ59.8、15,220㎡、照明、両翼
106m、センター 137m

27

夜間瀬川竹原河川公園マレットゴルフ場

牧の入高原スノーパーク

H6.1、照明、ｱﾘｰﾅ513㎡(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ1面、
ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ1面、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ2面)、多目的ﾙｰﾑ
294㎡（卓球3面）、ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ110㎡

Ｈ9.1、照明、586.25㎡、1面

15

中野市営テニス場
H11.4、2,546㎡、照明、砂入人工芝4
面

30

中野市篠井川河川敷運動広場

H5.5、4,500㎡

16

中野市営テニス場
S60.12、2,780㎡、照明、砂入人工芝
4面

31

間山温泉公園マレットゴルフ場

H6.6、全長649m 18ﾎｰﾙ ﾊﾟｰ72

北信濃ふるさとの森文化公園オートキャンプ場

北信濃ふるさとの森文化公園マレットゴルフ場



飯山市弓道場
住所： 飯山市大字野坂田781-4 住所： 飯山市大字飯山2756-ｲ
電話： 0269-62-2933 電話： 0269-62-1855

21
住所： 飯山市大字中曽根52-1 22
電話： 0269-62-1719

住所： 飯山市大字豊田7577
電話： なし

住所： 飯山市大字飯山9000
電話： 0269-62-1259

住所： 飯山市大字飯山5762
電話： 0269-63-2777

千曲市 （人口 59,100人） 【61施設】

住所： 千曲市大字杭瀬下2-4 住所： 千曲市大字杭瀬下1255-3
電話： 026-273-0010 電話： 026-273-0010

2 柔道場

3 剣道場 住所： 千曲市大字桑原16
電話： 地区の区長に連絡

住所： 千曲市大字生萱120
電話： 026-272-1929 住所： 千曲市大字新田300

電話： 026-273-0010
住所： 千曲市大字桑原1340
電話： 026-273-0010 住所： 千曲市大字中1000

電話： 026-273-0010
住所： 千曲市大字稲荷山2086-9
電話： 026-272-3577 住所： 千曲市大字森1348-1

電話： 地区の区長に連絡

住所： 千曲市大字野高揚1850
電話： 026-273-0010 住所： 千曲市大字桑原3458-1

電話： 地区の区長に連絡

住所： 千曲川左岸・更埴建設事務所
電話： なし

住所： 千曲市大字土口143
電話： 地区の区長に連絡 住所： 千曲市大字野高揚1850

電話： 026-273-0010
住所： 千曲市大字倉科1043
電話： 地区の区長に連絡 住所： 千曲市大字雨宮4655-72

電話： 026-273-0010
住所： 千曲市大字新田300
電話： 026-272-3559 住所： 千曲市大字森86

電話： 026-272-1929
住所： 千曲市大字稲荷山2131-2
電話： 026-272-3577 住所： 千曲市大字羽尾2734

電話： 026-276-1731
住所： 千曲市小島～寂蒔
電話： なし

住所： 千曲川左岸 住所： 千曲市大字桑原877-2
電話： なし 電話： 026-272-8989

住所： 千曲市大字森 住所： 千曲市大字新山631-4
電話： なし 電話： 026-276-4257

住所： 千曲市大字八幡3311 住所： 上山田町大字新山509-2
電話： 026-272-1076 電話： 026-276-4257

住所： 千曲市大字中1000 住所： 上山田町大字新山512-4周辺
電話： 026-273-0010 電話： 026-276-4257

16

平和橋緑地マレットゴルフ場

Ｈ4.11、5,600㎡、18ホール

48

上山田農業者トレーニングセンター Ｓ60.11、846㎡、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6面

15

八幡屋内ゲートボール場

Ｈ5.2、500㎡、照明、ゲートボール1面

49

新山ランニングコース

Ｓ60.11、1周約2㎞

14

東部地区　ランニングコース

Ｓ61.8、0.8・1.5・1.7kmコース 47

上山田ゲートボール場

Ｓ58.4、951㎡、ゲートボール1面

13

千曲川左岸ランニングコース

Ｓ60.7、片道3km 46

大田原マレットパーク

Ｈ10.8、44,500㎡、36ホール

12

東山ランニングコース

Ｓ60.3、片道2km

11

更埴テニスコート

Ｓ56.10、2,818㎡、照明、全天候4面

45

さらしなの里マレットパーク

Ｓ58.8、3,424㎡、野球場1面

43

雨宮緑地マレットゴルフ場
Ｈ6（H17.4増設）、11,800㎡、27
ホール

3,200㎡、マレットゴルフ18ホール、

10

更埴中央公園市民プール Ｓ54.6、10,069㎡、照明、競泳50m 8コー
ス、スライダー（Ｈ＝8m Ｌ＝30m）、流水
147.3m×6m、子供20m 5コース、ちびっ子
直径15m 44

東部テニスコート
Ｈ5.2（Ｈ8.10増設）、3,361㎡、照明、全
天候4面

8

土口運動広場

Ｓ59.4、3,658㎡、野球場1面

42

千曲橋緑地マレットゴルフ場

Ｓ60.3、18,827㎡、27ホール

9

倉科運動広場

Ｓ55.3、32,800㎡、野球場3面
A：両翼90m　センター112m
B：両翼90m　センター110m
C：両翼90m　レフト90m ライト89m
                  センター103m

40

大田原運動広場

Ｓ63.2、3,736㎡、野球場1面

41

長野・更埴・上田サイクリングコース

平和橋緑地グラウンド
Ｈ4.11、10,800㎡、野球場1面(両翼92m
センター115m 外野芝生）

6

弓道場

Ｓ62.12、357㎡、照明、近的競技10人立

39

森運動広場

Ｓ60.7、3,658㎡、野球場1面

7

千曲橋緑地グラウンド

4

東部体育館 Ｓ61.2、916㎡、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 37

更埴中央公園グラウンド
Ｓ61.7、9,670㎡、野球場1面（レフト95m
ライト90m センター106m 外野芝生）

5

桑原体育館

Ｓ56.10、444㎡、照明、バレーボール1面

38

35

更埴ゲートボール場

Ｓ63.11、6,745㎡、ゲートボール9面

36

桑原運動広場

Ｓ56.10、5,000㎡、照明、野球場1面

12

飯山市営野球場

S54.6、12,221㎡、野球場1面

1

更埴体育館
Ｈ30.5、照明、アリーナ1,989㎡（バスケッ
トボール2面、バレーボール2面、ハンド
ボール1面、バドミントン10面、テニス2
面）、剣道場591㎡（2面）、柔道場464㎡
（2面）

10

市営戸狩シャンツェ

H6.1、ミディアムヒル Ｋ＝65（改修）

（戸狩温泉スキー場）

（斑尾高原スキー場）

11

市営飯山シャンツェ
H9.11、ノーマルヒル Ｋ＝80（改修）、Ｈ
3.11、ミディアムヒル Ｋ＝60（サマージャ
ンプ台）・スモールヒル Ｋ＝30（サマー
ジャンプ台）、照明

8

飯山市勤労者体育館
H1.3、539.59㎡、照明、バレーボール1
面、バドミントン3面 20 H5.8、667.8㎡、照明、近的競技10人立

9

飯山市とざま文化センター

バレーボール1面



住所： 千曲市大字屋代260-3 住所： 千曲市大字千本柳1417-1
電話： 026-273-0010 電話： 026-276-1731

18 18 屋外ゲートボール場
住所： 千曲市大字上徳間380

萬葉の里スポーツエリア 電話： 026-276-1731
住所： 千曲市大字上山田3813-27 400ｍトラック
電話： 026-276-4257 52 サッカー場

53 野球場

陸上競技場 54 マレットゴルフ場

20 サッカー場 55 スケートボード場

住所： 千曲市大字磯部1406-1
電話： 026-276-1731

22 ランニングコース Ｈ3.10、1周 約1.5㎞、2km

23 マレットゴルフ場 Ｈ3.4、14,163㎡、マレットゴルフ36ホール 住所： 千曲市大字磯部1406-1
電話： 026-276-1731

住所： 千曲市大字上山田3633
電話： 026-276-4257 住所： 千曲市大字磯部1406-1

25 ゲートボール場 電話： 026-276-1731

住所： 千曲市大字磯部1406-1 住所： 千曲市大字戸倉3055-6
電話： 026-276-1731 電話： 026-276-1731

27 柔道場

28 剣道場 住所： 千曲市大字磯部1406-1

29 トレーニング場 電話： 026-276-1731

61 ゲートボール場
住所： 千曲市大字磯部1406-1
電話： 026-276-1731

住所： 千曲市大字磯部1406-1
電話： 026-276-1731

住所： 千曲市大字羽尾3406-1
電話： 026-273-1111

住所： 千曲市大字八幡2-620
電話： 026-273-4155

住所： 千曲市大字稲荷山2086－2
電話： 026-272-3577

坂城町 （人口 14,928人） 【16施設】

住所： 坂城町大字中之条2468 住所： 坂城町大字坂城4210-92
電話： 0268-82-2069 電話： 0268-82-0234

住所： 坂城町大字中之条2468 住所： 坂城町大字上五明1533-1
電話： 0268-82-2069 電話： 0268-82-2069

剣道場

3 柔道場 住所： 坂城町大字上五明1548
電話： 0268-82-2069

住所： 坂城町大字中之条2468
電話： 0268-82-2069 住所： 坂城町大字上五明1576

電話： 0268-82-2069
住所： 坂城町大字南条4910-14
電話： 0268-81-1234 住所： 坂城町大字網掛3000

電話： 0268-82-0234
住所： 坂城町大字南条1427-1 テニス場
電話： 0268-82-0234

住所： 坂城町大字南条4910-14
電話： 0268-82-2069

住所： 坂城町大字坂城1826-12 住所： 坂城町大字網掛3036-1
電話： 0268-82-2069 電話： 0268-82-0234

Ｈ6.3、1,040㎡、照明、ゲートボール2面

アスレチック

8

葛尾運動場

Ｓ60.7、600㎡、ゲートボール2面 16

屋内ゲートボール場｢スパーク坂城｣

Ｈ７.4、1,480㎡、照明、テニス4面、アス
レチック一式、マレットゴルフ18ホール

6

吉野健康広場

Ｈ7.4、2,216㎡、アスレチック一式

14 マレットゴルフ場

7

鼠橋運動公園運動場

Ｈ12.4、5,500㎡、サッカー場1面
15

5

坂城勤労者総合福祉センター
Ｈ9.2、照明、289㎡ 多目的ホール、126㎡
トレーニングジム

13

びんぐしの里公園

Ｓ61.10、5,500㎡、サッカー1面

11

坂城町運動公園少年野球場

Ｈ3.3、3,400㎡、少年野球1面

4

文化センターグラウンド
Ｓ46.12（改修Ｈ11.4）、13,355㎡、照
明、野球2面、ソフトボール4面

12

坂城町運動公園野球場
Ｓ63.12、11,714㎡、野球1面、ソフトボー
ル2面

2

坂城町武道館

Ｓ56.3、照明、355㎡ 剣道場、176㎡ 柔道
場

10

坂城町運動公園運動場

1

坂城町体育館 Ｓ45.5、1,850㎡、照明、バスケットボール
2面、バレーボール2面、テニス1面、バド
ミントン4面

9

和平公園

Ｈ元.12、7,118㎡、照明、キャンプ場一式

33

原体験の森宿泊研修施設大池自然の家
S62.3、照明、1272㎡（多目的ホール、研
修室、天体観測室、宿泊室30室240名収容
他）、54㎡はんごう炊飯場、マレットゴル
フ場18ホール

34

勤労者体育センター Ｓ59.2、742㎡、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3面、
テニス1面

32

坊城平いこいの森

キャビン1号・2号 Ｈ2.3、照明、20名収
容、キャビン3号 Ｓ62.3、照明、20名収
容、
キャビン4号 Ｈ元.3、照明、10名収容

31

戸倉体育館マレットゴルフ場
Ｓ58、9,700㎡、マレットゴルフ18ホール
パー72

戸倉体育館グラウンド

Ｓ57.8、16,550㎡、照明、野球場2面（A：
両翼82m　センター98m　B：レフト76m
ライト77m　センター100m）、サッカー1
面

59

戸倉千曲川緑地公園マレットゴルフ場
Ｓ62.4、27,764㎡、マレットゴルフ18ホー
ル パー72

Ｈ12.8、1,333㎡、ゲートボール2面、テニ
ス（クレー）1面

上山田多目的運動場

Ｓ62.8、1,493㎡、照明、全天候、テ
ニス2面、ゲートボール2面

戸倉野外趣味活動センターテニスコート

26

戸倉体育館

Ｓ52.3、照明、アリーナ1,520㎡、（バレー
ボール3面、バスケットボール2面、ハンド
ボール1面、テニス2面、バドミントン6
面）　柔道場244㎡（1面）　剣道場155㎡
（1面）　トレーニング場181㎡ 60

戸倉インドアコート

30

21 野球場

Ｈ3.10、27,551㎡、野球場3面
A：両翼92ｍ センター119ｍ　外野芝生
B：両翼93ｍ センター119ｍ　外野芝生
C：両翼68ｍ センター168ｍ

57 Ｓ59.10、6,000㎡、照明、テニス6面

58

サッカー場
H19.11、14,137.68㎡、照明、人工芝（105
×68m）1面

24

Ｈ3.11、65,000㎡、野球場1面（両翼90m
センター108m、外野芝生）、400ｍトラッ
ク1面、フィールド内サッカー1面、マレッ
トゴルフ45ホール パー180　　H15（増
設）、645㎡、スケートボード場1面

Ｈ4.4、28,700㎡、400mトラック、
フィールド内サッカー場1面19

56

戸倉野外趣味活動センター野球場
Ｓ50、12,000㎡、野球場1面(両翼90m　セ
ンター117m）

H14.11、2,412㎡、照明、ゲートボール屋
内1面、屋外2面

51

大西緑地公園

50

戸倉千本柳運動場

17

科野の里ゲートボール場
Ｓ57.4、11,000㎡、野球場1面（レフト
93m ライト83m センター115m）



小布施町（人口 11,031人）【11施設】 ※教育委員会の所管でないもの

住所： 小布施町大字中松1336-1 住所： 小布施町大字小布施1750-1
電話： 026-247-3111 電話： 026-247-3111

住所： 小布施町大字雁田1263-3 住所： 小布施町大字大島998-2
電話： 026-247-3111 電話： 026-247-6600

住所： 小布施町大字都住533 住所： 小布施町大字小布施1293-2
電話： 026-247-3111 電話： 026-247-3111

住所： 小布施町大字小布施1448 住所： 小布施町大字大島町前211-1
電話： 026-247-3111 電話： 026-247-3111

住所： 小布施町大字雁田738-1
住所： 小布施町大字小布施1-4 電話： 026-247-3111
電話： 026-247-3111

住所： 小布施町大字小布施2408-1
電話： 026-247-4267

高山村 （人口7,014人） 【10施設】

住所： 高山村大字高井689 住所： 高山村大字牧865-3
電話： 026-245-1100 電話： 026-245-1100

住所： 高山村大字高井689 住所： 高山村大字奥山田1359
電話： 026-245-1100 電話： 026-245-1100

住所： 高山村大字高井689 住所： 高山村大字奥山田1359
電話： 026-245-1100 電話： 026-245-1100

住所： 高山村大字中山1989-1
電話： 026-245-1100

住所： 高山村大字中山1985
電話： 026-245-1100

山ノ内町 （人口 12,349人） 【36施設】

住所： 山ノ内町大字平穏464番地 住所： 山ノ内町大字佐野795-1
電話： 0269-33-3112 電話： 0269-33-3606

住所： 山ノ内町大字平穏464 住所： 山ノ内町平穏7148-203
電話： 0269-33-3112 電話： 0269-34-3098

住所： 山ノ内町大字平穏515 住所： 山ノ内町夜間瀬8611-2
電話： 0269-33-1102 電話： 0269-33-1102

住所： 山ノ内町大字平穏1088-1 住所： 山ノ内町夜間瀬8611-2
電話： 0269-33-3116 電話： 0269-33-1102

15
住所： 山ノ内町大字平穏1065-1 16
電話： 0269-33-3112 17

18
住所： 山ノ内町大字平穏4015-1 19
電話： 0269-33-1120 20

21
住所： 山ノ内町大字夜間瀬2511 22
電話： 0269-33-2893 23

24
住所： 山ノ内町夜間瀬川緑地公園 25
電話： 0269-33-1102 26

27
住所： 山ノ内町大字夜間瀬6819-1 28
電話： 0269-33-3112 29

30
住所： 山ノ内町大字夜間瀬7188-2 31
電話： 0269-33-3112 32

33

34

35

36

（竜王スキーパーク）

（北志賀小丸山スキー場）

（よませ温泉スキー場）

（Ｘ－ＪＡＭ高井富士）

10

よませどんぐりの森公園マレットゴルフ場

H12.9　9ホール

（サンバレースキー場）

（丸池スキー場）

（蓮池スキー場）

9

よませ活性化センター（多目的ホール）
H10.3　397㎡、照明、バレーボール1面
　　　 バドミントン2面

（熊の湯スキー場）

（横手山スキー場）

（渋峠スキー場）

8

夜間瀬川緑地公園マレットゴルフコース

S63　  36ホール

（東館山スキー場）

（発哺ブナ平スキー場）

（ジャイアントスキー場）

7

山ノ内町よませふれあいセンター軽運動室

H7.4　  240㎡、照明、卓球4面

（一の瀬ファミリースキー場）

（一の瀬ダイヤモンドスキー場）

（西館山スキー場）

6

山ノ内町文化センター軽運動室

S63.4　 143㎡、照明、舞踊・ダンス用鏡

（寺小屋スキー場）

（高天ケ原マンモススキー場）

（タンネの森スキー場）

5

山ノ内町やまびこ広場

S52.4　照明、ゲートボールコート9面

（奥志賀高原スキー場）

（焼額山スキー場）

（一の瀬山の神スキー場）

4

山ノ内町屋内ゲートボール場

H8　　 照明、ゲートボールコート2面 14

山ノ内町すがかわグランド
H29.4　 12,424㎡、野球、ソフトボール、
　　　 サッカー1面

3

山ノ内町上林グラウンドトレーニング場
H7　　 300㎡、照明
　　　 トレーニングマシーン一式 13

山ノ内町すがかわ体育館
H29.4　 980㎡、照明、バレーボール1面
　　　 バドミントン2面

山ノ内町ほなみふれあいセンター軽運動室

H6.5　  280㎡、照明、卓球4面

2

山ノ内町上林テニスコート
S59.8　照明（7面）、テニスコート12面
（全天候ハード5面、砂入人工芝7面） 12

志賀高原総合会館98ホール
H9.6　  810㎡、照明、バレーボール2面
　　　 バドミントン2面

北部運動広場
Ｓ59.12、9,770㎡、照明、野球1面、外野
芝無、ソフトボール1面

1

山ノ内町上林グラウンド

S57.5　10,872㎡、野球場1面 11

4

北部農業者トレーニングセンター Ｓ57.12、640㎡、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

9 （山田温泉キッズスノーパーク）

10 （YAMABOKUワイルドスノーパーク）

5

3

高井テニスコート
H12.12、1,343㎡、照明、コート2面（全天
候） 8

ふるさとセンター
Ｓ62.2、560㎡、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3面

Ｓ62.2、9,800㎡、野球1面、ソフトボール
1面

2

高井運動広場 H12.7、7,000㎡、照明、野球1面、外野芝
無、ソフトボール1面、屋内グラウンド
(576㎡)、テニス1面、ゲートボール1面、
野球練習

7

ふるさとふれあい広場
Ｈ2.12、6,100㎡、ソフトボール1面、ゲー
トボール6面

小布施町総合体育館 Ｓ59.3、1,015㎡、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

11

※小布施町屋内ゲートボール場

Ｓ63、399㎡、照明、ゲートボール１面

1

高井農業者トレーニングセンター
Ｓ56.3、540㎡、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 6

東部運動広場

4

小布施町文化体育館 Ｈ23.11、842㎡、照明、バスケットボール
１面、ミニバスケットボール２面、バレー
ボール１面、サブバレーボール２面、バド
ミントン４面、テニス１面、フットサル１
面

9

小布施総合公園テニスコート

H10.8、1,400㎡、全天候（ハード）２面

10

※小布施町雁田スポーツセンター
S55.11、270㎡、照明、バスケットボール
１面、バドミントン２面

5

3

小布施町トレーニングセンター Ｓ55.3、682㎡、照明、バスケットボール
１面、バレーボーツ２面、バドミントン３
面

8

小布施町北部体育館 S57.10、510㎡、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

2

小布施町松川総合グラウンド
Ｓ58.7、9,171㎡、野球１面、ソフトボール
１面 7

※小布施総合公園マレットゴルフ場

H9.4、12,171㎡、18ホール

1

小布施町営グラウンド
Ｓ52.7、7,586㎡、照明、野球１面、ソフト
ボール１面 6

町営テニスコート（砂入人工芝）

H14.10、7,534㎡、オムニコート５面



木島平村 （人口4,669人） 【16施設】 

住所： 木島平村大字住郷3507-2 住所： 木島平村大字上木島3278-46
電話： 0269-82-2041 電話： 0269-82-4336

住所： 木島平村大字住郷3490-1 住所： 木島平村大字上木島3278-73
電話： 0269-82-4388 電話： 0269-82-4600

住所： 木島平村大字往郷3630-1 住所： 木島平村大字上木島3278
電話： 0269-82-4388 電話： 0269-82-4664

住所： 木島平村大字往郷991-5 住所： 木島平村大字上木島字木島山国有林152林班八林小班

電話： 0269-82-2041 電話： 0269-82-3111

住所： 木島平村大字往郷839 住所： 木島平村大字上木島3879-7
電話： 0269-82-2041 電話： 0269-82-4404

住所： 木島平村大字往郷3507-2 住所： 木島平村大字上木島3042
電話： 0269-82-2041 電話： 0269-82-2041

住所： 木島平村大字上木島3121-1 住所： 木島平村大字上木島3278-46
電話： 0269-82-2041 電話： 0269-82-4336

住所： 木島平村大字上木島3886-3 住所： 木島平村大字上木島1762
電話： 0269-82-4336 電話： 0269-82-2041

野沢温泉村 （人口3,746人） 【14施設】

住所： 野沢温泉村豊郷9167 住所： 野沢温泉村豊郷7653
電話： 0269-85-2618 電話： 0269-85-3166

住所： 野沢温泉村豊郷南原 住所： 野沢温泉村豊郷上ノ平
電話： 0269-85-4868 電話： 0269-85-3166

住所： 野沢温泉村豊郷南原 住所： 野沢温泉村豊郷上ノ平
電話： 0269-85-4868 電話： 0269-85-3166

住所： 野沢温泉村豊郷 住所： 野沢温泉村豊郷上ノ平
電話： 0269-85-3115 電話： 0269-85-3166

住所： 野沢温泉村平林広見 住所： 野沢温泉村大字豊郷上ノ平
電話： 0269-85-2618 電話： 0269-85-3166

6 屋外ゲートボール場
住所： 野沢温泉村大字豊郷上ノ平～日影

住所： 野沢温泉村豊郷5720-1 電話： 0269-85-3166
電話： 0269-85-4868

住所： 野沢温泉村豊郷5720-1
電話： 0269-85-4868

信濃町 （人口 8,213人） 【23施設】
13 黒姫運動広場

住所： 信濃町大字古間765-1 住所： 信濃町大字野尻3884-2
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-2188

14 黒姫テニスコート Ｓ55、全天候4面

住所： 信濃町大字古間752 住所： 信濃町大字野尻3884-2
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-2188

15 黒姫第1テニスコート Ｓ45、全天候3面

住所： 信濃町大字古間752 住所： 信濃町大字野尻3884-2
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-2188

16 黒姫第2テニスコート Ｓ55、全天候4面

住所： 信濃町大字古間1945-3 住所： 信濃町大字野尻3884-2
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-2188

住所： 信濃町大字古間1945-2 住所： 信濃町大字野尻2498-3
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-2188

住所： 信濃町大字平岡223-1
電話： 026-255-2600 住所： 信濃町黒姫高原

電話： 026-255-6720

住所： 信濃町大字平岡223-1 住所： 信濃町大字野尻280-1
電話： 026-255-3188 電話： 026-255-5566

7

ふれあい広場しなの ウェルネス倶楽部Ｈ4.11、照明、289㎡（室内プール25×
5）、652㎡（バドミントン3面、バレー
ボール1面、ゲートボール1面、テニス1
面）、134㎡（各種トレーニング機器17）

19

野尻湖体育館

378㎡　バスケットコート１面（大人用）

6

ふれあい広場しなの いこいの家
Ｈ元、10,000㎡（野球1面、ソフトボール1
面、サッカー1面）、800㎡（ゲートボール
3面、マレットゴルフ27ホール）

18

童話の森スノーウエーブ

Ｈ8、コース全長5㎞ クロスカントリー 全
日本スキー連盟、30,000㎡ Ａ級公認コース

クロスカントリー競技場コース

5

古間体育館
495㎡　バスケットコート１面（ﾐﾆﾊﾞｽ）
フットサルゴール有 17

黒姫第3テニスコート

Ｓ55、全天候2面

3

町営古間テニスコート

Ｓ54.10、照明、全天候2面（町民優先）

4

古間第2グラウンド

9,053㎡

1

信濃町立総合体育館 Ｓ61.8、2,188㎡、照明、バレーボール3
面、バスケットボール2面、バドミントン8
面、柔道1面、剣道1面

11,000㎡、多目的グラウンド1面、投てき
グラウンド1面

2

町営古間グラウンド
13,120㎡、照明、野球1面、ソフトボール2
面、サッカー1面

7

野沢温泉オリンピックスポーツパーク
H11.4、29,000㎡、芝グラウンド100ｍ×
250ｍ、50×80

8

野沢温泉オリンピックスポーツパーク

H11.4、100㎡、トレーニングルーム

5

野沢温泉村平林コミュニティー広場

H2.10、10,000㎡、ゲートボール屋内1面、
屋外2面

13

上ノ平高原ブナの森クロスカントリーコース

H24、3,000ｍコース、400ｍトラック

14

マウンテンバイクコース

H23.6、全長10ｋｍ、３コース

4

柄沢マレットゴルフコース

H5.9、100,000㎡、36ホール 12

やまびこスポーツ公園マレットゴルフコース

S60.7、30,000㎡、3コース27ホール

3

野沢温泉村営南原テニスコート

S55.5、5,000㎡、照明、全天候8面 11

スタカ湖キャンプ場

S43.7、30,000㎡

2

野沢温泉村営南原運動場

S46.9、15,300㎡、 10

スタカ湖運動場

S53.10、7,700㎡

1

野沢温泉村体育館

S47.10、1,179㎡、照明、バレーボール2面 9

野沢温泉スキー場
T13.1、2,970,000㎡、照明、ゴンドラリフ
ト、高速リフト、リフト

8

木島平三本松ジュニアサッカー場
H21.6、6,000㎡、サッカー1面（105m×
68m） 16

木島平村農村交流館体育館 Ｓ62.8、475㎡、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、
ソフトバレー2面

7

木島平村総合グラウンド
Ｓ50.6、8,000㎡、野球1面、ソフトボール
1面、サッカー1面、ラグビー1面 15

木島平クロスカントリー競技場 H11.4、3㎞、5㎞、冬 クロスカントリー、
夏 インラインスケート、自転車、ランニン
グ

6

屋内多目的運動場
H5.7、1,206㎡、照明、ゲートボール2面、
テニス1面 14

木島平ジャンプ競技場
Ｈ9.5、照明、ミディアムヒル k＝65m、ス
モールヒル k＝35m、ジャンプ

5

木島平村弓道場

Ｓ59.7、照明、3人立 13

木島平スキー場

Ｓ39.1、照明、リフト10基

4

木島平村体育館 Ｓ50.6、971.5㎡、照明、バレーボール2
面、テニス1面、バスケットボール2面、バ
ドミントン6面、ソフトバレー6面

12

カヤの平高原キャンプ場

Ｓ53.3

3

ケヤキの森公園マレットゴルフ場

H4.5、36ホール 11

やまびこの丘公園マレットゴルフ場

36ホール

H15.8、12,000㎡、サッカー2面（常設・
80m×50m）正式1面（イベント用・105m
×68m）

2

ケヤキの森公園テニスコート

H4.5、4,000㎡、照明、コート6面 10

やまびこの丘公園テニスコート

H7.6、5,000㎡、コート10面

1

ケヤキの森公園中央グラウンド
Ｓ54.6、13,037㎡、照明、野球場1面、ソ
フトボール2面 9

木島平やまびこの丘ジュニアサッカー場



住所： 信濃町大字古海3053 住所： 信濃町大字穂波362-2
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-5566

住所： 信濃町大字古海3054 住所： 信濃町大字穂波362-3
電話： 026-255-5566 電話： 026-255-5566

住所： 信濃町大字柏原2437 住所： 信濃町大字野尻3807

026-255-5566 電話： 026-255-3176

住所： 信濃町大字柏原2438 住所： 信濃町大字古海3575-8
電話： 026-255-5566 電話： 026-258-3511

住所： 信濃町大字野尻3884-7
電話： 026-255-2188

飯綱町 （人口11,021人） 【19施設】

住所： 飯綱町大字牟礼1989 住所： 飯綱町大字川上2755-345
電話： 026-253-6560 電話： 026-253-3210

多目的運動場

2 野球場 Ｈ5.4、野球場1面（両翼90m） 住所： 飯綱町大字川上2755-147

3 屋外ゲートボール場 Ｈ5.4、屋外ゲートボール場1面 電話： 026-253-3911

住所： 飯綱町大字川上2755-345

5 屋内ゲートボール場
Ｈ6.10、照明、屋内ゲートボール場2
面

電話： 026-253-3210

住所： 飯綱町大字牟礼1989 住所： 飯綱町普光寺133番地1
電話： 026-253-6560 電話： 026-253-8951

りんごパーク屋内ゲートボール場 体育館
住所： 飯綱町芋川157番地 15 柔剣道場
電話： 026-253-8951 16 トレーニングルーム

17 プール
住所： 飯綱町芋川1213番地1
電話： 026-253-2801、8951 住所： 飯綱町大字豊野1549-1

電話： 026-253-3503
住所： 飯綱町大字芋川7961番地 体育館
電話： 026-253-2801 19 グラウンド Ｓ59、ソフトボール1面

住所： 飯綱町大字川上2755-345
電話： 026-253-3210

小川村 （人口 2,438人） 【8施設】

住所： 小川村大字高府9447 住所： 小川村大字稲丘4981
電話： 026-269-1011 電話： 026-269-3789

住所： 小川村大字稲丘4981
電話： 026-269-3789

住所： 小川村大字稲丘4981
住所： 小川村大字高府14821 電話： 026-269-3788
電話： 026-269-3146

住所： 小川村大字稲丘5922
住所： 小川村大字小根山4244 電話： 026-269-3789
電話： 026-269-2323

栄村 （人口 1,798人） 【７施設】

住所： 栄村大字北信28-1 住所： 栄村大字堺16711
電話： 0269-87-3118 電話： 0269-87-3118

住所： 栄村大字北信28-1 住所： 栄村大字堺18020-49
電話： 0269-87-3118 電話： 025-767-2345

住所： 栄村大字北信字中山峰国有林162ハ林小班外 住所： 栄村大字北信2905
電話： 現在休場中 電話： 0269-87-3355

住所： 栄村大字堺17930番地47
電話： 025-767-2262

7

栃川高原野外レクリェ―ション施設

S53.7　キャンプ場、36サイト

3

野々海高原野外レクリエーション施設

Ｓ61.7、12,910㎡、キャンプ場 6

さかえ倶楽部スキー場

H8.12、照明、25ha、ペアリフト3基

2

栄村マレットゴルフ場 Ｈ5.6、10,990㎡、マレットゴルフ18ホー
ル 5

のよさの里

Ｈ元.5、オートキャンプ場　13張

Ｈ9.3、630㎡、照明、ゲートボール１面
他

4

小川村屋内ゲートボール場

Ｈ3.2、554㎡、照明、ゲートボール１面

1

栄村農村広場

Ｈ3.11、10,512㎡、多目的運動場 4

東部社会体育館

Ｈ25.7より使用開始、818㎡、体育館

温水プール

Ｈ11.4、２５ｍ×４コース（内２コースは
可動床）、照明、流水プール４１ｍ、
ウォータースライダー３２ｍ、幼児用プー
ル

7

小川村大洞テニスコート

Ｈ3.4、1500㎡、テニスコート ２面

3

小川村マレットゴルフ場

Ｈ3.11、5500㎡、１８ﾎｰﾙ、パー７２

8

小川村アルペンドーム

1

小川村さわやかふれあいスポーツセンター
Ｈ11.4、アリーナ1，512㎡、照明、バス
ケットボール ２面、バレーボール２面、硬
式テニス２面、バドミントン６面、ソフト
バレーボール６面、トレーニングルーム

5

小川村大洞グラウンド

Ｈ3.4、9000㎡、サッカー１面　他

6

小川村大洞公園

H18、マレットゴルフ１８ホール　パー72

2

9

日向運動施設
Ｓ58.10、12,018㎡、野球場1面、テ
ニスコート3面、ｷｬﾝﾌﾟ場

10

霊仙寺湖テニスコート

Ｓ50、テニスコート16面

Ｈ5.7、1,283㎡、照明、バレーボール2面、テニ
スコート1面、バスケットﾎﾞｰﾙ1面、バドミントン
4面、トレーニングルーム、柔道1面（50畳）、剣
道１面、25m×6ｺｰｽ、幼児用プール、採暖室7 Ｈ9.3、904.8㎡、照明、2面

8

りんごパークマレットゴルフ場

Ｈ7.7、27ホール

18

福井団地コミュニティーセンター
Ｓ59、386㎡、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

6

牟礼Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館） Ｓ58.5、715㎡、照明、バスケット
ﾎﾞｰﾙ1面、バドミントン2面、テニス
コート1面、 14

三水Ｂ＆Ｇ海洋センター

Ｓ61、1,500㎡、マレットゴルフ場18
ホール

12

いいづなリゾートスキー場 Ｓ56、照明、クワットリフト1基、ペ
アリフト2基、シングル3基、キッズ
パーク１基

4 テニスコート
Ｈ4.4、照明、全天候（オムニコー
ト）テニスコート3面 13

飯綱東高原オートキャンプ場

Ｈ8、1,500㎡、ケビン3棟、80区画

1

ふれあいパーク

Ｈ4.4、13,500㎡、照明、多目的運動
場

11

霊仙寺湖マレットゴルフコース

12

黒姫陸上競技場
Ｓ45.4、20,600㎡、トラック（400ｍ）、
6レーン オールウェザー

11

柏原グラウンド

11,688㎡ 23

タングラムスキーサーカス H元、50ha、(株)東急リゾートサービスで運
営
滑る・遊ぶ・泊まるがひとつになったALL
IN ONEリゾート

10

柏原体育館 560㎡　バスケットコート２面（ﾐﾆﾊﾞｽ）
バスケットコート１面（大人用）
バトミントン・ソフトバレー３面

22

黒姫高原スノーパーク 60ha、(株)MEリゾート黒姫で運営
家族連れで楽しめるファミリーパークや
パークも充実

9

古海グラウンド

4,062㎡ 21

富士里グラウンド

5,606㎡

8

古海体育館
558㎡　バスケットコート１面（大人用）
バレーボールコート　１面 20

富士里体育館

503㎡　バスケットコート２面（大人用）


