
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

田辺市

０２野球場・ソフトボール場

田辺市立市民球場 〒646-0058 S.46. 4 田辺市教育委員会 敷　  23,000㎡ 野球　　　   　　 　１面 100 便所・倉庫・本部席 弓道場

田辺市 スポーツ振興課 競　  17,000㎡ センター　　　　１２０ｍ 台 放送室・記者室 武道館

目良42-2 0739-26-4907 両翼      　　　　９１ｍ 無 身体障害者用便所 と併設

料 有　料

田辺市グリーン球場 〒646-0053 S.46. 4 田辺市教育委員会 敷　  20,000㎡ 野球　　   　　 　　１面 便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 競　  15,000㎡ センター　　　　１１０ｍ 倉庫

元町859 0739-26-4907 両翼      　　　　９０ｍ 放送室

ソフトボール  　　　２面

０４多目的運動広場

多目的運動施設 〒645-0417 H. 8. 3 田辺市教育委員会 競　  2,118.8㎡ テニス　　　　　　　２面 身体障害者用便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 ゲートボール　　　　２面 倉庫

龍神村 0739-26-4907 ビーチボールバレー　４面 便所

柳瀬1469ｰ1

神島台運動場 〒646-0012 S.58. 5 田辺市教育委員会 競　  15,237㎡ ソフトボール　　　　２面 80 身体障害者用便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 サッカー　　　　　　１面 台 倉庫

神島台9-29 0739-26-4907 ラグビー  　　　　　１面 無 便所

料

若もの広場 〒646-0001 H.17. 3 田辺市教育委員会 競　  11,200㎡ 軟式野球　　　　　　１面 40 身体障害者用便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 サッカー　　　　　　１面 台 便所

上秋津 0739-26-4907 無 倉庫

2255ｰ5 料 夜間照明

サブグラウンド 〒646-0053 S.46. 4 田辺市教育委員会 敷　   7,000㎡ ソフトボール　　　　１面 身体障害者用便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 競　 　4,410㎡ 便所

元町859 0739-26-4907 倉庫

夜間照明

内　　　　 　　　　容



建　設 利用についての 駐車
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内　　　　 　　　　容

龍神広場 〒645-0416 S.59. 3 田辺市教育委員会 競　  10,045㎡ 軟式野球　　　　　　１面 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 ソフトボール　　　　１面 倉庫

龍神村 0739-26-4907 ゲートボール

安井65-1

グリーングラウンド 〒645-0417 H. 9.12 田辺市教育委員会 敷　  16,441㎡ 野球　　　　　　　　１面 倉庫 多目的運

田辺市 スポーツ振興課 ソフトボール　　　　２面 夜間照明 動施設と

龍神村 0739-26-4907 ゲートボール 併設

柳瀬1469-1 有  料

中辺路多目的グラウンド 〒646-1421 H.15.10 田辺市教育委員会 競　  12,000㎡ 軟式野球 66 身体障害者用便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 サッカー　　　　　　　他 台 便所

中辺路町 0739-26-4907 無 倉庫

栗栖川468-68 料 夜間照明

中辺路若もの広場 〒646-1421 S.44. 2 田辺市教育委員会 競　   9,900㎡ 野球　軟式野球　　１面 倉庫 有　料

田辺市 スポーツ振興課 ソフトボール　　　　１面

中辺路町 0739-26-4907 　　　　　　　　　　(兼)

栗栖川307-2

鮎川若もの広場 〒646-1101 S.49. 3 田辺市教育委員会 敷　   7,200㎡ 野球　軟式野球　　１面 50 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 競　 　6,000㎡ ソフトボール　　　　２面 台 倉庫

鮎川1469-10 0739-26-4907 ライト　　　　　　７３ｍ 無

レフト　　　　　　９５ｍ 料

センター　　　　　７２ｍ　

サッカー　　　　　　１面

本宮若もの広場 〒647-1733 S.44. 田辺市教育委員会 競　   6,700㎡ 野球　軟式野球　　１面 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 倉庫

本宮町 0739-26-4907

渡瀬750

天神運動場 〒646-0050 S.58. 9 田辺市教育委員会 敷　  13,708㎡ ソフトボール　　　　１面 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 競　 　4,752㎡ 倉庫

天神崎27-8 0739-26-4907
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安井運動場 〒645-0416 S.45. 7 田辺市教育委員会 敷　  3,950㎡ 少年野球　　　　　　１面 便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 ソフトボール　　　　１面 倉庫

龍神村 0739-26-4907 ゲートボール

安井822

富里運動場 〒646-1213 S.55. 3 田辺市教育委員会 敷　  10,000㎡ 野球　　　　　　　　１面 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 競　 　9,000㎡ ソフトボール　　　　２面 倉庫

下川下816-1 0739-26-4907 ライト　　　　　１００ｍ 夜間照明

レフト　　　　　　８５ｍ

センター　　　　１２０ｍ　

サッカー　　　　　　１面

三川広場 〒646-1336 S.55. 3 田辺市教育委員会 競　   8,221㎡ 野球　　　　　　　　１面 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 ソフトボール　　　　２面 倉庫

谷野口23 0739-26-4907 夜間照明

０５～０６水泳プール（屋内・屋外）

湯ノ又プール 〒645-0524 H. 7. 田辺市教育委員会 敷     1,806㎡ 水泳 200 更衣室・シャワー・便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 水　　 　355㎡ 25ｍ×5コース 台 トレーニングルーム

龍神村 0739-26-4907 幼児用プール エアロビクスルーム

湯ノ又56-1 幼児プール

安井プール 〒645-0416 H. 6. 9 田辺市教育委員会 敷     1,300㎡ 水泳　 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 水　　 　355㎡ 25ｍ×5コース 更衣室

龍神村 0739-26-4907 幼児用プール

安井822

福井プール 〒645-0301 H. 6. 9 田辺市教育委員会 敷　　 1,680㎡ 水泳  62 便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 競　     355㎡ 25ｍ×5コース 台 更衣室

龍神村 0739-26-4907 幼児用プール 倉庫

福井987 事務室

近野プール 〒646-1402 S.56. 7 田辺市教育委員会 水　　 　315㎡ 大プール　　25m×11m 事務室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 小プール　　10m×4m 倉庫

中辺路町 0739-26-4907 更衣室

近露149 便所
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本宮プール 〒647-1731 H.14. 7 田辺市教育委員会 大　　   345㎡ 競泳 10 便所 有  料

田辺市 スポーツ振興課 25ｍ×6コース 台 更衣室

本宮町 0739-26-4907 幼児用プール 無

本宮66-2 料

０７レジャープール

もりいこいの広場プール 〒646-0023 S.54. 3 田辺市教育委員会 水  　 　353㎡ 変型プールのため 便所 有　料

田辺市 スポーツ振興課 小プール  79㎡ レジャー用 更衣室 テニス

文里2-32-56 0739-26-4907 コート

０９体育館

体育センター 〒646-0056 S.60. 9 田辺市教育委員会 敷     7,319㎡ バスケットボール　　２面 40 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 建     1,866㎡ バドミントン　　　　６面 台 便所

芳養町 0739-26-4907 競 　  1,036㎡ 卓球　　　　　  　１４台 無 倉庫

108-4 体操競技 料 管理人室

林業者等健康増進センター 〒645-0416 S.62. 3 田辺市教育委員会 競     　780㎡ バスケットボール　　１面 30 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 バドミントン　　　　１面 台 便所

龍神村 0739-26-4907 バレーボール　　　　２面 無 倉庫

安井822 テニス　　　　　　　１面　 料

高低鉄棒各　　　　　１台

卓球台　　　　　　　３台

健康増進器具一式

体力測定器具一式

大塔体育館 〒646-1101 S.54. 4 田辺市教育委員会 敷     3,032㎡ ソフトテニス　　　　１面 40 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 建     　935㎡ バスケットボール　　１面 台 便所

鮎川2588 0739-26-4907 バレーボール　　　　２面 無 倉庫

鮎川2588-2 バドミントン　　　　２面 料 管理人室

卓球　　　　　　　　６台

トレーニング
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内　　　　 　　　　容

富里体育館 〒646-1213 S.57.12 田辺市教育委員会 敷     1,000㎡ バレーボール　　　　１面 40 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 建     　735㎡ バドミントン　　　　１面 台 便所

下川下816-1 0739-26-4907 卓球 無 倉庫

料 管理人室

本宮体育館 〒647-1731 S.55. 3 田辺市教育委員会 敷     　492㎡ バレーボール　　　　１面 40 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 バスケットボール　　１面 台 便所

本宮町 0739-26-4907 無 倉庫

本宮911-2 料 管理人室

１２柔剣道場（武道場）

田辺市立武道館 〒646-0058 S.46. 4 田辺市教育委員会 敷　   2,256㎡ 柔道・剣道・空手 更衣室 市民球

田辺市 スポーツ振興課 競       700㎡ 銃剣道・合気道 倉庫 場・弓

目良44-8 0739-26-4907 管理棟 道場と

有　料

大塔武道館 〒646-1101 H. 8. 3 田辺市教育委員会 敷　   　956㎡ 柔道 更衣室 有  料

田辺市 スポーツ振興課 競       540㎡ 剣道 倉庫

鮎川2588-2 0739-26-4907 管理棟

１５庭球場（屋外）

わかしおテニスコート 〒646-0036 S.44. 4 田辺市教育委員会 敷     1,333㎡ ソフトテニス　　　　１面 夜間照明 有  料

田辺市 スポーツ振興課 競　 　1,333㎡

上屋敷 0739-26-4907

2-17-13

文里テニスコート 〒646-0023 S.54. 3 田辺市教育委員会 敷     5,740㎡ テニス　　　　　　　３面 夜間照明 有　料

田辺市 スポーツ振興課 競     2,420㎡ （人工芝） 事務室 プール

文里 便所 と併設

2-32-56 0739-26-4907

芳養テニスコート 〒646-0056 S.58. 9 田辺市教育委員会 競　 　1,294㎡ テニス　　　　　　　２面 倉庫 有  料

田辺市 スポーツ振興課 便所

芳養町 0739-26-4907

1635-1
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三四六テニスコート 〒646-0053 S.46. 4 田辺市教育委員会 競　 　2,273㎡ テニス　　　　　　　３面 倉庫 有  料

田辺市 スポーツ振興課 （人工芝１面）

元町859 0739-26-4907

安井テニスコート 〒645-0416 H. 6. 9 田辺市教育委員会 競     2,150㎡ テニス　　　　　　　３面 夜間照明 有  料

田辺市 スポーツ振興課 便所

龍神村 0739-26-4907 倉庫

安井822

小原テニスコート 〒646-1402 S.59. 3 田辺市教育委員会 競　 　1,581㎡ テニス　　　　　　　２面 夜間照明 有  料

田辺市 スポーツ振興課 便所

中辺路町 0739-26-4907 倉庫

近露111-1

栗栖川テニスコート 〒646-1421 H.15.10 田辺市教育委員会 競　　 1,292㎡ テニス（人工芝）　　２面 倉庫 有  料

田辺市 スポーツ振興課 管理棟　他

中辺路町 0739-26-4907

栗栖川

469-68

２１弓道場

田辺市立弓道場 〒646-0058 S.46. 4 田辺市教育委員会 敷     2,610㎡ 弓道 便所 市民

田辺市 スポーツ振興課 射  　　  60ｍ 倉庫 球場と

目良42-1 0739-26-4907 併設


	田辺市

