
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

かつらぎ町

０１陸上競技場

かつらぎ公園陸上競技場 〒649-7121 S.45.10 かつらぎ町教育委員会 敷　 　8,500㎡ 200ｍトラック 70 便所 有　料

かつらぎ町 社会教育課 競　 　4,000㎡ ソフトボール 台 倉庫

丁ノ町 0736-22-0303 サッカー　　 　　 各１面 無 管理人室

2527 予約は１ヶ月前 料 夜間照明4基16灯

ホームページ

０２野球場・ソフトボール場

河南公園グラウンド 〒649-7151 S.57. 4 かつらぎ町教育委員会 敷　 　8,700㎡ ソフトボール　　　　２面 50 便所 有　料

かつらぎ町 社会教育課 競　 　8,700㎡ 台 倉庫

東渋田 0736-22-0303
予約は１ヶ月前

中飯降公園グラウンド 〒649-7112 S.58. 4 かつらぎ町教育委員会 敷　 　9,800㎡ 野球　　　　　　　　１面 50 夜間照明４基48灯 有　料

かつらぎ町 社会教育課 競　 　9,800㎡ ソフトボール　　　　１面 台 便所

中飯降 0736-22-0303 倉庫

予約は１ヶ月前

佐野若者広場 〒649-7174 S.45. 3 佐野住民会館 敷　 　6,284㎡ ソフトボール　　　　１面 倉庫 有　料

かつらぎ町 0736-22-4566 競　 　5,924㎡

佐野827-1 （佐野自治区長）

予約は１ヶ月前

０３球技場

かつらぎ公園河川グラウンド 〒649-7121 H. 4. 4 かつらぎ町教育委員会 敷　  11,100㎡ サッカー　　　　　　２面 無 有  料

かつらぎ町 社会教育課 競　  11,100㎡

丁ノ町 0736-22-0303

2527-7地先 予約は１ヶ月前

内　　　　 　　　　容
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０４多目的運動広場

金剛緑地広場運動場 〒643-0614 S.62. 7 かつらぎ町役場 敷　  10,000㎡ 軟式野球　　　　　　１面 50 管理棟 有　料

かつらぎ町 花園支所 ソフトボール　　　　２面 台 倉庫

花園新子 0737-26-0321 夜間照明　

267 内線22

笠田東少年スポーツ広場 〒649-7161 S.52. 4 笠田東町民会館 敷　 　7,883㎡ 広場 無 有　料

かつらぎ町 0736-22-4764 競　 　7,883㎡ サッカー　　　　　　１面

笠田東地先 予約は１ケ月前

妙寺・紀ノ川 〒649-7121 H. 8. 7 かつらぎ町役場 敷　 　4,234㎡ トラック(舗装路) 無 有　料

第２スポーツ公園 かつらぎ町 産業観光課 競     4,234㎡ １周 471ｍ

丁ノ町 0736-22-0300 ジョギングコース

2531-5地先 予約は１ケ月前 インラインスケート

三輪車レース

０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

かつらぎ公園町民プール 〒649-7121 H.19. 3 かつらぎ町教育委員会 敷     1,800㎡ 競泳 70 管理室 無　料

かつらぎ町 生涯学習課 水　 　1,000㎡ 公認 台 便所

丁ノ町 0736-22-0303 25m×8コース 更衣室

2527 倉庫

ろ過機

０９体育館

かつらぎ体育センター 〒649-7121 S.54. 4 かつらぎ体育センター 敷　   2,720㎡ バレーボール　　　　２面 20 便所 有　料

かつらぎ町 (H.10. 3) 0736-22-6916 床(1Ｆ)1,199㎡ テニス　　　　　　　２面 台 更衣室

丁ノ町 予約は３ケ月前   (2Ｆ)  235㎡ バドミントン　　　　６面 シャワー室

2527 計　 　1,434㎡ バスケットボール　　１面 倉庫

　 競       800㎡ 柔道、剣道、卓球 事務室

少林寺拳法

守口体育館 〒643-0611 S.51.10 かつらぎ町役場 敷　　   840㎡　 バレーボール　　　　１面 30 事務室 有  料

かつらぎ町 花園支所 競　 　　368㎡ テニス    　　　　　１面 台 休憩室

花園梁瀬 0737-26-0321 バドミントン　　　　２面 ステージ

783 内線22 倉庫
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１５庭球場

かつらぎ公園テニスコート 〒649-7121 S.45.10 かつらぎ町教育委員会 競     2,800㎡ テニスコート　　　　４面 70 便所 有　料

かつらぎ町 (H.元. 3)社会教育課 （クレーコート） 台 倉庫

丁ノ町 0736-22-0303 軟式テニス 管理人室

2527 予約は３ケ月前 硬式テニス 夜間照明16基

金剛緑地テニスコート 〒643-0614 S.62. 7 かつらぎ町役場 競　 　5,161㎡ テニス　　　　　　　４面 50 倉庫 有  料

かつらぎ町 花園支所 台 便所

花園新子 0737-26-0321

内線22

３９ゲートボール・クロッケー場

花園屋内ゲートボール場 〒643-0611 H. 2. 4 かつらぎ町役場 敷     　844㎡ ゲートボール　　　　２面 30 便所 有  料

かつらぎ町 花園支所 競　　   643㎡ 台 休憩所

花園梁瀬 0737-26-0321

内線22

４８冒険遊具コース

花園グリーンパーク 〒643-0614 H.12. 7 交流施設 敷　  20,000㎡ ローラースライダー　２基 68 宿泊施設 有  料

かつらぎ町 「金剛の滝」 人工芝スキー      　２基 台 （定員４０名）

花園新子 0737-26-9511

256-1
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