
社会体育施設一覧表

◇体育館

能生体育館 能生1200 9：00～22：00
卓球６台、バスケットボール２面、バドミントン６面
バレーボール２面、ランニングロード150ｍ、
ミーティングルーム２室

能生生涯学習係
（566-3111）

早川交流促進センター 東海238 9：00～22：00
バスケットボール１面、バドミントン３面、
テニス１面、卓球４台、バレーボール１面、
ゲートボール１面、談話室

下早川地区公民館
（555-2704）

月曜休館
（開館は18：00～）

竹ヶ花579 9：00～22：00

ミニバスケットボール１面、バドミントン２面、
バレーボール２面、卓球２台、
ゲートボール(人工芝)１面、談話室
付属グラウンド敷地面積：4,130㎡

アクアホール
（553-0853）

道平36 9：00～22：00 バスケットボール１面、ミニバスケットボール２面
西海地区公民館
（552-0268）

水保1850 9：00～22：00
バスケットボール１面、バドミントン３面、
バレーボール１面テニス１面、ゲートボール１面、卓球４台、ミーティングルーム

西海地区公民館
（552-0268）

月曜休館
（開館は18：00～）

大野6823-12 9：00～22：00
バスケットボール１面、バドミントン３面、
バレーボール１面テニス１面、卓球６台、
ミーティングルーム（36㎡）２室

大野地区公民館
（552-0091）

月曜休館
（開館は18：00～）

市民総合体育館 上刈4-3-1
相談室(46.0㎡)、ミーティングルーム(31.5㎡)、会議室(31.5㎡)、医務室、トレーニン
グルーム、
障害者用トイレ有

メイン競技場 ―
バスケットボール２面、バドミントン８面、テニス２面、バレーボール２面、卓球台16台、
ランニングロード 150m、観覧席 500席

サブ競技場 ― バレーボール１面、卓球台７台、バドミントン１面

相撲場 ― 相撲場２面（屋根付き１面）

弓道場 ―
木造平屋建射場 36.0㎡、的場 39.6㎡、
４人立ち

クライミングウォール ― (幅)３m×(高)12m、強化プラスティック

亀が丘体育館 一の宮1-2-4 9：00～22：00
バスケットボール１面、バドミントン４面、
テニス１面、バレーボール２面、卓球15台

市民総合体育館
（552-6521）

月曜休館
（開館は18：00～）

小滝5230 9:00～22:00 バドミントン1面、卓球２台、スポレック１面
小滝地区公民館
（556-2002）

田沢体育館 田海13-2 9：00～22：00
バスケットボール１面、バドミントン３面、
バレーボール１面

青海総合文化会館
きらら青海
（562-2223）

青海4690 9：00～22：00
卓球10台、バドミントン４面、バレーボール２面、テニス１面、器械体操、可動式観客
席有、
ミーティングルーム

青海総合文化会館
きらら青海
（562-2223）

※月曜が休日の場合は通常どおり開館し、翌日 18:00～22:00 の開館となります。

西海コミュニティ
　　　スポーツセンター

多目的交流センター
（アクアホール）

青海生涯学習センター
体育室

所在地

南西海体育館

小滝地区小体育館

施　　設　　名

姫川コミュニティ
　　　スポーツセンター

備　　　　　　考受　　　　付施　設　内　容

月曜休館
（開館は18：00～）

市民総合体育館
（552-6521）

利用時間

9：00～22：00



◇テニスコート

能生テニスコート 能生4460 9：00～22：00 砂入人工芝コート２面、夜間照明、コートハウス（木造／26㎡）

美山テニスコート ―

北コート 9：00～22：00
砂入人工芝コート４面、夜間照明（平均250LX）
コートハウス（木造／95.02㎡）、
障害者用トイレ有

南コート 9：00～日没 砂入人工芝コート２面、壁打ちコート半面

名引山テニスコート 青海672 9：00～日没
砂入人工芝コート４面、壁打ちコート半面
コートハウス（木造／110.03㎡）

◇野球場

大平寺2392 9：00～22：00
両翼 92m、センター 116m、夜間照明、
本部（134㎡）、バックスクリーン、スコアボード

大野65-1 9：00～22：00

両翼 92m、センター 120m、夜間照明、バックストップ 20m、本部(140㎡)、ダッグアウ
ト(40㎡)、バックスクリーン、スコアボード・放送設備、
芝生 8,155㎡、障害者用トイレ有、
観客収容人数 7,500人

◇多目的運動広場・グラウンド

磯部海浜広場 藤崎992 9：00～日没 多目的広場1面、ゲートボール１面

布引グラウンド 大平寺2403 9：00～日没
多目的広場1面、芝生 6,000㎡
野球設備、ジュニア用サッカーゴール

上早川運動広場 中川原新田12 9：00～22：00 多目的広場1面、夜間照明（150ＬＸ，Ｈ3）

下早川運動広場 東海235 9：00～22：00
野球場１面、左翼 95m、センター 105m、
右翼 89m、夜間照明（内200LX,外100LX）
グラウンド・ゴルフ

浦本運動広場 中浜433 9：00～22：00 多目的広場1面、夜間照明（150ＬＸ）

西海農村公園 田中637 9：00～21：00
野球場１面　　左翼 85m、センター 105m
　　　　　　　　　右翼 80m、夜間照明(H10)
グラウンド・ゴルフ

美山多目的グラウンド 大野65-1 9：00～日没
野球場１面　　両翼 70m、センター 100m
　　　　　　　　　スコアボード
（規模：少年野球、ソフトボール）

姫川運動広場 寺島1172-4 9：00～日没
野球場４面　　両翼 90m、センター 120m
多目的広場１面 120m×90m

小滝運動広場 小滝4572-2 9：00～22：00
野球場１面    左翼 80m、センター 75m、右翼 60m
　　　　　　　　　夜間照明（246LX,H7.9.22）
（規模：少年野球、ソフトボール）

今井運動広場 中谷内1229 9：00～21：00
野球場１面　　左翼 75ｍ、センター 90ｍ、右翼 60ｍ
　　　　　　　　　夜間照明（380LX,H10.9.20)
（規模：少年野球、ソフトボール）

青海総合グラウンド 青海672 9：00～21：00
野球場１面、ターゲットバードゴルフ
夜間照明、管理棟（143㎡）、トイレ（29㎡）

備　　　考

備　　　考所在地

大野65-1

施　　設　　名

所在地施　　設　　名

美山球場

所在地施　　設　　名

利用時間

利用時間 施　設　内　容

能生球場

施　設　内　容利用時間 備　　　考

施　設　内　容



社会体育施設一覧表

◇プール

能生小泊3596-1

火曜～金曜
13:00～20:30
土･日曜、祝日
9:00～20:30

屋外上屋付き、６コースプール  25m×13m（水深 1.1m～1.2m）
幼児用プール　　10m×６m（水深 0.5m～0.6m）

艇庫 能生7237-45 ― カヌー10、ヨット２、ジェットスキー２

◇陸上競技場

大野65-1 9：00～2１：00

トラック
　全天候型８コース（１周400m）
　走路・助走路：ゴムチップウレタン舗装、フィールド：芝生舗装
3,000ｍ障害施設
　水濠（コース外側 １周421ｍ）
投てき施設
　円盤投・ハンマー投（兼用）２ヶ所、砲丸投１ヶ所、やり投１ヶ所
跳やく施設
　走幅跳・三段跳２ヶ所、棒高跳２ヶ所（補助２ヶ所）、走高跳２ヶ所
管理棟
　鉄筋コンクリート造平屋建 470㎡
　器具庫２、事務室、会議室、男・女更衣室、男・女トイレ
スタンド
　芝生スタンド 3,000㎡　観客収容人数 4,000人
その他
　外周ジョギング走路（１周530ｍ）、放送設備
　夜間照明（ジョギング程度）、写真判定装置

◇グラウンド・ゴルフ場

大野65-1 9：00～日没 ８ホール×３コース、全面芝生

小滝5230 9:00～16:00 ８ホール×３コース、全面芝生

◇その他施設

美山管理棟 大野65-1 9：00～21：00 会議室、シャワー、障害者用トイレ有

美山キャンプ場 大野65-1
終日

ただし、受付は
9:00～19:00

テントサイト30基、炊事棟１棟、トイレ兼休憩所１棟、テント（５人用）５張
ファイヤー広場 1,200㎡
利用可能人数 150人

― ― 小学校 ８校、中学校 ２校

糸魚川小学校 中央1-2-1 18：00～2１：00 平均 284LX

糸魚川東小学校 東寺町2-4-1 18：00～2１：00 平均 300LX

糸魚川中学校 上刈4-1-1 18：00～2１：00 外野平均 204LX

大和川小学校 田伏87 18：00～2１：00 平均 308LX

糸魚川東中学校 梶屋敷433 18：00～2１：00 外野平均 113LX

根知小学校 東中5121-1 18：00～2１：00 平均 150LX

大野小学校 大野2044-1 18：00～2１：00 平均 214LX、内野 435LX

田沢小学校 田海13-2 18：00～2１：00 平均 250LX

各学校 ― 市内小中学校

月曜休館
(月曜が休日の場合は翌日)
夏休期間は無休　利用時間9:00～20:30

備　　　考

備　　　考

備　　　考

所在地

美山陸上競技場
（第三種公認）

施　　設　　名

施　　設　　名

美山グラウンド・ゴルフ場

施　設　内　容

学校開放屋内運動場

利用時間

高浪の池
グラウンド・ゴルフ場

学校グラウンド夜間照明

施　設　内　容

利用時間施　　設　　名

（社）日本グラウンド・ゴルフ協会公認

利用時間

利用時間

所在地

施　　設　　名

能生Ｂ＆Ｇ海洋センター
　　　　　　　　　　プール

所在地

所在地

施　設　内　容

施　設　内　容


