
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

九度山町

０２野球場・ソフトボール場

安田島公園多目的広場 〒648-0101 H.元. 3 九度山町教育委員会 敷　  11,000㎡ ソフトボール　　　　１面 夜間照明 夜　間

九度山町 社会教育課社会体育係 競　   9,138㎡ 便所 の　み

九度山字外 0736-54-2019 倉庫 有　料

新開地内 内線208

九度山町若者広場 〒648-0144 S.54. 九度山町教育委員会 　　　 8,218㎡ 野球　　　　　　　　１面 30 水洗便所 有　料

九度山町 社会教育課社会体育係 台 更衣室

大字中古沢 0736-54-2019 夜間照明

1-1 内線208

０４多目的運動広場

九度山町民総合運動場 〒648-0161 S.62. 九度山町教育委員会 　　　 4,828㎡ 少年ソフトボール 30 町　民

九度山町 (H.14) 社会教育課社会体育係 台 無 料

大字入郷 0736-54-2019 町　外

637-6 内線208 有 料

０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

九度山町民プール 〒648-0161 S.52. 九度山町教育委員会 敷     3,009㎡ 大プール 水洗便所 有　料

九度山町 (H.14) 社会教育課社会体育係 水　　 1,014㎡ 小プール（小児用） 更衣室

大字入郷 0736-54-2019 50m×7コース シャワー室

633-4 内線208 事務室

０９体育館

九度山町民体育館 〒648-0161 S.48. 九度山町教育委員会 　       777㎡ バレーボール　　　　１面 30 水洗便所 町　民

九度山町 社会教育課社会体育係 バスケットボール 台 更衣室 無 料

大字入郷 0736-54-2019 バドミントン シャワー 町　外

660-3 内線208 有 料

夜間は

有 料

内　　　　 　　　　容
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１２柔剣道場（武道場）

九度山町民武道館 〒648-0161 S.60. 九度山町教育委員会          545㎡ 柔道 30 水洗便所 有  料

九度山町 社会教育課社会体育係 剣道 台 シャワー室

大字入郷 0736-54-2019 空手 事務室

637-5 内線208 拳法 更衣室

１５庭球場

九度山町民テニスコート 〒648-0161 S.60. 九度山町教育委員会 　　　   800㎡ テニス　　　　　　　１面 30 夜間照明 有  料

九度山町 (H.14) 社会教育課社会体育係 台

大字入郷 0736-54-2019

633-5 内線208

３９ゲートボール・クロッケー場

入郷ゲートボール場 〒648-0161 S.57.12 九度山町役場 敷　　   400㎡ ゲートボール 無 無　料

九度山町 福祉課 競　　　 300㎡

大字入郷 0736-54-2019

660-3

広良ゲートボール場 〒648-0101 S.56. 9 九度山町役場 敷　  734.81㎡ ゲートボール 無 無　料

九度山町 福祉課 競　　　 374㎡

大字九度山 0736-54-2019

802

旭ゲートボール場 〒648-0161 S.57.12 九度山町役場 競　　 1,090㎡ ゲートボール　　　　２面 無 無　料

九度山町 福祉課

大字入郷 0736-54-2019

1180

下古沢ゲートボール場 〒648-0145 S.62. 九度山町役場 敷　　　 720㎡ ゲートボール 便所 無　料

九度山町 福祉課 競　　　 300㎡

大字下古沢 0736-54-2019

120-3
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椎出ゲートボール場 〒648-0141 S.58.12 九度山町役場 敷　　　 264㎡ ゲートボール 便所 無　料

九度山町 福祉課 競　　　 264㎡

大字椎出2 0736-54-2019

上古沢ゲートボール場 〒648-0143 S.59 九度山町役場 競　　　 266㎡ ゲートボール 便所 無　料

九度山町 福祉課

大字上古沢 0736-54-2019

39

慈尊院ゲートボール場 〒648-0143 S.58. 九度山町役場 競　　 　300㎡ ゲートボール 便所 無　料

九度山町 福祉課

大字上古沢 0736-54-2019

749


	九度山町

