
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

みなべ町

０２野球場・ソフトボール場

千里ヶ丘球場 〒645-0012 S.56． みなべ町教育委員会 敷　  18,780㎡ 野球　　　　 　　 　１面 30 更衣室 有  料

みなべ町 教育学習課 競　  12,956㎡ センター　　　　１２２ｍ 台 シャワー室

山内1570-3 0739-74-3134 両翼　　　　 　９１.５ｍ 便所

ホームページ 倉庫

本部席

スコアボード

ダッグアウト

共和球場 〒645-0025　H. 4. 4 みなべ町教育委員会 敷　  11,059㎡ 野球　　　　　　　　１面 50 便所 有　料

　  　 みなべ町 教育学習課 建    10,047㎡ センター　　　　１２０ｍ 台

筋24 0739-74-3134 両翼　　　　　　　８９ｍ 無

ソフトボール　　　　１面 料

清川球場 〒645-0201 H.元. 3 みなべ町教育委員会 敷　  10,077㎡ 野球　　　　　　　　１面 100 便所 有　料

みなべ町 教育学習課 建　 　9,698㎡ センター　　  　１０８ｍ 台 スコアボード

清川1267 0739-74-3134 両翼　　　　　  　９３ｍ 無 夜間照明

ソフトボール　　　　１面 料

晩稲グラウンド 〒645-0022 S.53. 7 みなべ町教育委員会 敷     7,791㎡ 野球　　　　　　　　１面 50 便所 有　料

みなべ町 教育学習課 建　 　6,481㎡ センター　　　  　８５ｍ 台 夜間照明

晩稲426-1 0739-74-3134 両翼　　　　　  　７０ｍ 無

ソフトボール　　　　１面 料

０４多目的運動広場

千里ヶ丘球場サブグラウンド 〒645-0012 H. 4. 4 みなべ町教育委員会 競    48,000㎡ ソフトボール　　　　１面 30 有  料

みなべ町 教育学習課 ゲートボール 台

山内1570-3 0739-74-3134

内　　　　 　　　　容
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千里ヶ丘球場サブグラウンド 〒645-0012 H.元. みなべ町教育委員会 敷　  18,780㎡ ゲートボール　　　　２面 30 便所 有  料

みなべ町 教育学習課 競　 　1,000㎡ 台 全天候

山内1570-3 0739-74-3134

町民広場 〒645-0011 S.55. みなべ町教育委員会 競　 　9,230㎡ 少年野球 30 有　料

みなべ町 (H.14) 教育学習課 ゲートボール 台

気佐藤160 0739-74-3134 キックベースボール

サッカー

陸上競技

名ノ内運動広場 〒645-0201 S.55. 3 みなべ町教育委員会 競　 　4,601㎡ ソフトボール　　　　１面 便所 町　民

みなべ町 教育学習課 倉庫 無 料

清川3940 0739-74-3134 夜間照明

熊岡運動広場 〒645-0005 S.61. 3 みなべ町教育委員会 競　 　4,319㎡ ゲートボール　　　　２面 便所 町　民

みなべ町 教育学習課 倉庫 無 料

南道297 0739-74-3134

西本庄グラウンド 〒645-0027 S.53.11 みなべ町教育委員会 競　 　1,315㎡ キックベースボール 便所 町　民

みなべ町 教育学習課 ゲートボール 倉庫 無 料

西本庄1100 0739-74-3134 少年野球 夜間照明 有　料

ソフトボール

共和運動広場 〒645-0025 S.53. 7 みなべ町教育委員会 敷　   3,720㎡ テニスコート　　　　３面 便所 有　料

みなべ町 教育学習課 競　 　2,520㎡ ゲートボール　　　　２面 倉庫

筋24 0739-74-3134

受領運動広場 〒645-0021 S.53. 8 みなべ町教育委員会 敷　   3,000㎡ ゲートボール　　　　１面 便所 町　民

みなべ町 教育学習課 無 料

東本庄1435 0739-74-3134
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０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

嶋之瀬プール 〒645-0203 S.58.12 みなべ町教育委員会 大プール　20×7m 10 無　料

みなべ町 教育学習課 小プール　6×3m 台

嶋之瀬 0739-74-3134

受領プール 〒645-0021 H.11.12 みなべ町教育委員会 15m×6m 10 無　料

みなべ町 教育学習課 台

東本庄1435 0739-74-3134

１５庭球場（屋外）

町民広場 〒645-0011 S.55. みなべ町教育委員会 競　 　4,140㎡ テニス　　　　　　　５面 20 便所 有  料

みなべ町 (H.14) 教育学習課 　　　　　　　　 台

気佐藤173-3 0739-74-3134 　　　　　　　　


	みなべ町

