
建　設 利用についての 駐車

施    設    名 所 在 地 (改修) 台数 付　属　施　設 備  考

年　月 申込先(ＴＥＬ) 規模(面積) 実施可能競技種目

橋本市

０４多目的運動広場

向副緑地 〒648-0025 S.45. 7 （財）橋本市 競　  18,000㎡ 野球　　　　　　　　２面 便所 無　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 ソフトボール　　　　６面

向副字 0736-33-2317 サッカー　　　　　　２面

海田島113 http://www.cypress.ne.jp/bunsupo/

（河川敷）

神野々緑地 〒648-0086 S.51. 5 （財）橋本市 競　  17,000㎡ ソフトボール　　　　２面 便所 無　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 自由広場

神野々1193 0736-33-2317

（河川敷）

南馬場緑地広場 〒648-0044 H. 8. 7 （財）橋本市 競　  33,000㎡ 野球　　　　　　　　２面 倉庫 無　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 ソフトボール　　　　６面 便所

南馬場 0736-33-2317 サッカー　　　　　　２面

1158-29 ストリートバスケット

　　　　　　　　　　２面

橋本市運動公園 〒648-0061 H. 9. 4 （財）橋本市 競　  20,728㎡ 陸上競技場　(３種公認) 夜間照明・管理室 有　料

多目的グラウンド 橋本市 文化スポーツ振興公社 サッカー　　　　　　１面 倉庫・更衣室

北馬場454 0736-33-1866 シャワー室・便所

若もの広場 〒649-7202 S.44. 3 （財）橋本市 敷    25,399㎡ ソフトボール　　　　３面 60 倉庫 無　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競　  21,628㎡ サッカー　　　　　　１面 台 便所

高野口町 0736-33-2317 　　　　　　　　　（兼）

伏原1373

城山台中央公園 〒648-0054 S.55. 4 紀見地区公民館 敷     5,950㎡ ソフトボール　　　　１面 便所 無　料

橋本市 0736-33-2302 競　   3,600㎡

城山台

2ｰ10ｰ1

内　　　　 　　　　容

http://www.cypress.ne.jp/bunsupo/�


建　設 利用についての 駐車

施    設    名 所 在 地 (改修) 台数 付　属　施　設 備  考

年　月 申込先(ＴＥＬ) 規模(面積) 実施可能競技種目

内　　　　 　　　　容

学文路スポーツセンター 〒648-0043 S.59. 9 （財）橋本市 競     4,900㎡ ソフトボール　　　　１面 夜間照明 有　料

グラウンド 橋本市 文化スポーツ振興公社 便所

学文路172-2 0736-33-2317

三石台中央公園 〒648-0094 S.63. 4 紀見北地区公民館 競     3,524㎡ ソフトボール　　　　１面 便所 無　料

橋本市 0736-36-2866

三石台

2-23-11

住吉運動公園 〒649-7203 H. 8. 8 （財）橋本市 敷    31,000㎡ ソフトボール　　　　１面 20 管理棟・事務所 有　料

グラウンド 橋本市 文化スポーツ振興公社 競　　 8,951㎡ サッカー　　　　　　１面 台 更衣室・便所

高野口町 0736-33-2317 少年野球 倉庫

名古曽1390

０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

温水プール 〒649-7206 H. 2. 8 （財）橋本市 敷  　　 870㎡ 競泳 30 事務所 有  料

橋本市 文化スポーツ振興公社 大プール　　　25m×13m 台 便所

高野口町 温水プール 小プール　　　9m× 6m 更衣室

向島135 0736-42-5077 シャワー室

     

橋本市運動公園プール 〒648-0061 H. 3. 7 （財）橋本市 敷     9,900㎡ 大 50ｍ×25ｍ　　競泳可 管理棟 有  料

橋本市 H. 4. 7 文化スポーツ振興公社 水　　 2,512㎡ 小 円形プール　競泳不可 更衣室

北馬場454 H. 5. 7 0736-33-1866 大     1,250㎡ 流水プール シャワー室

小       452㎡ 倉庫

流   　  810㎡ 便所

きしかみ子ども館プール 〒648-0085 S.55. 4 きしかみ子ども館 敷    　 604㎡ 大 25m×5コース 更衣室 一　般

橋本市 0736-32-5094 水       295㎡ 小 5.32m×15m 便所 開　放

岸上200 無 料

０９体育館
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学文路体育館 〒648-0043 S.59. 3 （財）橋本市 敷     1,167㎡ バスケットボール　　１面 事務室・ポンプ室 有  料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競       889㎡ バレーボール　　　　２面 クラブハウス

学文路172-2 0736-33-2317 テニス　　　　　　　１面 更衣室・器具庫

バドミントン　　　　４面 便所

伏原体育館 〒649-7202 S.58.11 （財）橋本市 敷     2,680㎡ バスケットボール　　１面 30 事務室 有　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競       706㎡ バレーボール　　　　１面 台 更衣室

高野口町 0736-33-2317 テニス　　　　　　　１面 シャワー室

伏原806-1 バドミントン　　　　３面 倉庫

卓球　　　　　　　　６台 便所

勤労者体育センター 〒649-7212 S.58.10 （財）橋本市 敷     2,470㎡ バスケットボール　　１面 30 倉庫 有　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競　　   720㎡ バレーボール　　　　１面 台 便所

高野口町 0736-33-2317 テニス　　　　　　　１面 更衣室

上中176 バドミントン　　　　３面 事務室

卓球　　　　　　　　６台 談話室

１５庭球場

学文路スポーツセンター 〒648-0043 S.59. 9 （財）橋本市 競　　 1,350㎡ テニス　　　　　　　２面 夜間照明 有  料

テニスコート 橋本市 文化スポーツ振興公社 便所

学文路172-2 0736-33-2317

橋本市運動公園テニスコート 〒648-0061 H. 9. 4 （財）橋本市 競　　 8,580㎡ テニス　　　　　　１２面 夜間照明 有  料

橋本市 文化スポーツ振興公社 管理棟

北馬場454 0736-33-2317 倉庫

便所

伏原テニスコート　　　　　 〒649-7202 S.62. 4 （財）橋本市 敷     2,721㎡ テニス　　　　　　　２面 10 倉庫 有  料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競　　 1,354㎡ 台 便所

高野口町 0736-33-2317 夜間照明

伏原395　

住吉運動公園 〒649-7203 H. 8. 8 （財）橋本市 競　　 3,199㎡ テニス　　　　　　４面 倉庫 有料

テニスコート 橋本市 文化スポーツ振興公社 夜間照明

高野口町 0736-33-2317

名古曽1390
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１８すもう場

向副緑地相撲場 〒648-0025 S.56.10 （財）橋本市 敷       232㎡ 相撲 便所 無　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 競   　　 53㎡

向副字 0736-33-2317

海田島113

（河川敷）

３９ゲートボール・クロッケー場

紀の川 〒648-0037 S.59. 9 橋本市役所いきいき長寿課 　　　 5,200㎡ ゲートボール　　　１０面 無 市　民

ゲートボール専用コート 橋本市 高齢福祉係 無 料

賢堂80 0736-33-1111

(河川敷）

４３キャンプ場

神野々緑地キャンプ場 〒648-0086 H.15. 6 （財）橋本市     18224.52㎡ 多目的芝生広場 31 管理棟 有　料

橋本市 文化スポーツ振興公社 （グランドゴルフ等） 台 共同流し台 　

神野々1193 0736-33-2317 便所

（河川敷） 管理棟電話

090-9217-5804


	橋本市

