
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

岩出市

０２野球場・ソフトボール場

若もの広場 〒649-6202 S.54. 7 岩出市教育委員会 敷   22,324㎡ ソフトボール　　　　２面 150 倉庫 時間帯

岩出市根来 生涯学習課 競　 22,000㎡ 野球　　　　　　　　１面 台 便所 別有料

2347ｰ2 スポーツ健康係 夜間照明施設

0736-62-0370

岡田スポーツ広場 〒649-6222 S.57. 5 岩出市教育委員会 敷   20,932㎡ ソフトボール 50 便所 時間帯

　 岩出市岡田 生涯学習課 競　 19,436㎡ 野球 台 別有料

1091 スポーツ健康係

0736-62-0370

０３球技場

根来総合運動広場 〒649-6202 S.57. 9 岩出市教育委員会 競    7,466㎡ サッカー 倉庫 時間帯

（サッカー場） 岩出市根来 生涯学習課 別有料

1478-1 スポーツ健康係

0736-62-0370

０４多目的運動場

大宮緑地総合運動公園 〒649-6235 H. 8. 3 岩出市教育委員会 敷   79,725㎡ 野球　　　　　　　　１面 240 便所 時間帯

岩出市西野 生涯学習課 競　 30,454㎡ 多目的競技場　　　　１面 台 別有料

417 スポーツ健康係 テニスコート　　　　４面

0736-62-0370 ゲートボール場　　　６面

０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

市民プール 〒649-6206 S.51. 7 岩出市教育委員会 敷    6,275㎡ 競泳 60 事務室 有  料

（堀口プール） 岩出市堀口 生涯学習課 水      762㎡ 大プール475㎡ 台 更衣室

41 スポーツ健康係    (25m×19m) 9コース 便所

0736-62-0370 小プール287㎡　変形 倉庫

堀口プール 機械室

0736-62-7533

内　　　　 　　　　容
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市民プール 〒649-6213 S.55. 7 岩出市教育委員会 敷    5,761㎡ 競泳 60 事務室 有  料

（東公園プール） 岩出市西国分 生涯学習課 水   　 955㎡ 大プール425㎡ 台 更衣室

491 スポーツ健康係  　(25m×17m) 7コース 便所

0736-62-0370 小プール530㎡ 変形 倉庫

東公園プール 機械室

0736-62-8914

０９体育館

市民総合体育館 〒649-6232 S.59. 3 岩出市教育委員会 敷 　14,580㎡ バレーボール　　　　２面 620 事務室・更衣室 時間帯

岩出市荊本 生涯学習課 延    5,607㎡ バドミントン　　　　６面 台 便所 別有料

63ｰ2 スポーツ健康係 競 卓球　　　 　　 　１６台 会議室・器具庫

0736-62-0370 大ホール 柔道 ロッカールーム

　　　　888㎡ 剣道 シャワー室・倉庫

小ホール 各種トレーニング スタンド

　　　　546㎡ エレベーター

柔      226㎡ 身障者用便所

剣   　 226㎡ 機械室・放送室

トレーニング ステージ控室

　　 　ルーム トレーニングルーム

ポンプ室

市立体育館 〒649-6235 S.46. 8 岩出市教育委員会 敷    4,259㎡ バレーボール　　　　３面 50 便所 時間帯

（競技場） 岩出市西野 生涯学習課 競      800㎡ バドミントン　　　　５面 台 更衣室 別有料

264 スポーツ健康係 ハンドボール　　　　１面 器具庫

0736-62-0370 バスケットボール　　２面 放送室

卓球　　　　　　　　６台 スタンド



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

１２柔剣道場（武道場）

市立体育館 〒649-6235 S.46. 8 岩出市教育委員会 競      327㎡ 剣道 倉庫 時間帯

（武道場） 岩出市西野 生涯学習課 空手道 更衣室 別有料

264 スポーツ健康係 便所

0736-62-0370 機械室

１５庭球場(屋外）

根来総合運動広場 〒649-6202 S.57. 9 岩出市教育委員会 競    2,850㎡ テニス　　　　　　　４面 便所 時間帯

（テニスコート） 岩出市根来 生涯学習課 男女更衣室 別有料

1478-1 スポーツ健康係 倉庫

0736-62-0370

３９ゲートボール場・クロッケー場

根来総合運動広場 〒649-6202 S.57. 9 岩出市教育委員会 競　　1,858㎡ ゲートボール 便所 時間帯

（ゲートボール場） 岩出市根来 生涯学習課 倉庫 別有料

1478-1 スポーツ健康係

0736-62-0370


	岩出市

