岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設
境川緑道公園バリアパターゴルフ場

境川緑道公園スポーツ広場

境川緑道公園テニスコート

境川緑道公園ゲートボール場

住所

岐阜市柳津町源葉南地内

岐阜市柳津町源葉南地内

岐阜市柳津町源葉南地内

岐阜市柳津町源葉南地内

種目
パターゴルフ,バリアゴルフ,,,,,,,,

交通概要

休館日

名鉄柳津駅より北へ徒歩約15分

バスケットボール,レクリエーション,ドッジ
ボール,ジョギング,ウォーキング,軽スポーツ 名鉄柳津駅より北徒歩約15分
系その他,,,,

利用時間

利用補足
使用料は無料です。

駐車場

12月29日～1月3日

時分～時分

駐車場有

無し

時分～時分

駐車場有

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

名鉄柳津駅より北へ徒歩約15分

12月29日～1月3日

時分～時分

ラケット等の貸しだしはありません。
4月～8月 6:30～18:30/9月・3月 6:30～17:30
駐車場有
10月・11月 6:30～16:30/12月～2月 8:30～16:30
使用料・・1面につき1時間200円(ハードコートは無料)

ゲートボール,,,,,,,,,

名鉄柳津駅より北へ徒歩約15分

12月29日～1月3日

時分～時分

使用料は無料です。

駐車場有

時分～時分

手洗い場・トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

日野サッカー場

500-0000
サッカー,,,,,,,,,
岐阜市日野中石川原3982(日野堂後公園内)

県道上白金・真砂線鵜飼大橋をくぐり長良川上流方面へ。
なし
約3㎞先を河川敷へ下る。

岐阜市民総合体育館

500-8146
岐阜市九重町4-24

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,テニス,銃剣道,柔道,剣道,空手道,

岐岐阜バス岩戸入舟線入舟町2丁目下車、徒歩5分

毎月最終月曜日(祝日の場合は翌
日)、年末年始：12/29～1/3

9時00分～21時00分

木ノ下テニスコート

500-8154
岐阜市木ノ下町７丁目(木ノ下公園内)

ソフトテニス,硬式テニス,,,,,,,,

岐阜バス、岐阜各務原線「入舟町4丁目」徒歩5分

火曜日(祝日の場合水曜日)年末年
始(12/29～1/3)

時分～時分

テニスコート供用期間 4～8月6：30～18：30/3,9月
6：30～17：30/10,11月 6：30～16：30/12～2月 8： 駐車場有
30～16：30

野一色テニスコート

500-8226
岐阜市野一色4丁目14(野一色公園内)

ソフトテニス,硬式テニス,,,,,,,,

岐阜バス 水海道行き「長森中前」下車1分

火曜日(祝日の場合水曜日)年末年
始(12/29～1/3)

時分～時分

テニスコート供用期間4～8月6：30～18：30/
3,9月 6：30～17：30/
10,11月 6：30～16：30/
12～2月 8：30～16：30

岐陽体育館

500-8245
岐阜市上川手735番地2

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,空手道,なぎなた,柔道,剣道,エアロビック 岐阜バス、岩戸八舟線 入舟町2丁目下車 徒歩5分
ダンス,,

毎月最終月曜日(祝日の場合は翌
日)(H27年度より予定)、年末年始：
12/29～1/3

9時00分～21時00分

南部市民プール

500-8285
岐阜市南鶉4丁目120

水泳,,,,,,,,,

シーズン中は無し

受付10:00～16:00
営業日 7月第2土曜日～7月20日までの土日・7月21
10時00分～17時00分
駐車場有70台
日～8月31日・9月第1土曜日～9月第2日曜日までの
土日

南部スポーツセンター

500-8285
岐阜市南鶉5-86

空手道,バスケットボール,バレーボール,バド 岐阜バス茜部三田洞線「下佐波行」鶉小学校前下車徒歩5 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年
ミントン,卓球,ソフトテニス,テニス,柔道,剣道, 分
末年始：12/29～1/3

9時00分～21時00分

本荘市民プール

500-8325
岐阜市寿町2-13 本荘公園内

水泳,,,,,,,,,

夏休みに開放しています。(7月第2土曜日～8/31）
10時00分～17時00分 7月第2土曜日～7月20日までの土日・7月21日～8月 駐車場有
31日・9月第1土曜日～9月第2日曜日までの土日

ヒマラヤアリーナ

5008384
岐阜市薮田南2丁目１番１号

ハンドボール,バスケットボール,バレーボー
岐阜市営バスＪＲ岐阜駅より約２０分。JR西岐阜駅よりタク
ル,バドミントン,卓球,ソフトテニス,テニス,柔
１２月２９日～翌年１月３日まで
シーで約5分
道,剣道,銃剣道

次木球場

500-8385
岐阜市下奈良4-3-1（日置江北公園内）

軟式野球,,,,,,,,,

国道21号(岐大バイパス)下奈良交差点を南へ。こばと幼稚
なし
園南を西へ入る。

時分～時分

手洗い場 トイレ有り
11月～2月 8:00～17:00/3月～10月 8:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

次木（A・B）球場

500-8385
岐阜市下奈良4-3-1（日置江北公園内）

ソフトボール,,,,,,,,,

国道21号(岐大バイパス)下奈良交差点を南へ、こばと第三
なし
幼稚園南を西へ入る。

時分～時分

手洗場 トイレ有り
11月～2月 8:00～17:00/3月～10月 8:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

八ツ草球場

500-8389
岐阜市本荘3456-6(八ツ草公園内)

軟式野球,,,,,,,,,

岐阜バス鏡島市橋線『県美術館』下車徒歩1分

火曜日(火曜日祝日の場合､水曜
日)、年末年始(12/29～1/3)

時分～時分

野球場供用期間4～10月 6：00～21：00
3、11月 6：00～17：00
12～2月 8：00～16：00

駐車場有

天満テニスコート

500-8429
岐阜市加納清水町4(天満公園内)

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜バス 岐阜駅南口バス停より徒歩5分
岐阜バス 加納上本町バス停より北へ徒歩5分

なし

時分～時分

手洗い場、トイレ有り
11月～2月 8:00～17:00/3月～10月 8:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

時分～時分

手洗い場・トイレ有
11月～2月：8:00～17:00/3月～10月：8:00～18:00

駐車場有

火曜日(祝日の場合は水曜日)、年末
年始(12/29～1/3)

時分～時分

4月～8月 8:30～18:30/9月・3月 8:30～17:30/10月
駐車場有
～2月 8:30～16:30

9時00分～21時00分

岐阜バス､茜部三田洞線 下佐波行き 鶉小学校前下車
徒歩5分

岐阜バス、北方円鏡寺線 芝原6行き 本荘下車 徒歩5分 シーズン中は無し

加納テニスコート

500-8485
岐阜市加納丸の内7（加納公園内）

硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜バス 岐阜川島線「加納中学校前」下車徒歩10分
東進 アピタ岐阜店より主要地方道岐阜南濃線を東へ。岐
阜市役所南部東事務所・岐阜市南部コミュニティーセンター
手前交差点を北へ。
なし
西進 主要地方道岐阜環状線新荒田川にかかる城南橋を
渡り、岐阜市役所南部東事務所・岐阜市南部コミュニティー
センター前交差点を北へ。

加納公園テニスコート

500-8485
岐阜市加納丸の内7(加納公園内)

ソフトテニス,硬式テニス,,,,,,,,

岐阜バス 岐阜川島線「加納中学校前」下車徒歩10分

岐阜市体育ルーム

500-8856
岐阜市橋本町1-10-23

バドミントン,卓球,柔道,剣道,空手道,なぎな
JR岐阜駅下車南口より東へ徒歩2分
た,少林寺拳法,,,

年末年始（12/29～1/3）、毎月最終
火曜日(祝日の場合は翌日)

大縄場テニスコート

500-8889
岐阜市大縄場3-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

なし

長良川左岸・忠節橋下流の長良会館前から河川敷へ。
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駐車場有50台・無料

駐車場有30台 無料

駐車場有70台 無料

駐車場有無料。平日580台、土日祝日
3000台（県庁駐車場含む）

9時00分～21時00分

時分～時分

駐車場有

駐車場有20台 1時間のみ無料
11月～2月：700～17:00
3月～10月：6:00～18:00

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

北西部運動公園Bグラウンド(クレー)

501-0101
岐阜市曽我屋8丁目地内(北西部運動公園
内)

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

サッカー,ラグビー,,,,,,,,

岐阜バス 大野真正 北方線ほか「曽我屋東」下車徒歩15
月曜日(祝日の場合火曜日)、年末年
分
始(12/29～1/3)
岐阜バス 曽我屋線「又丸新柳町」下車徒歩10分

時分～時分

4月～8月 7:00～21:00/9月～10月 7:00～17:00、
19:00～21:00/11月～3月 9:00～17:00、19:00～
21:00 (19:00～21:00はナイター利用)

駐車場有

鏡島サッカー場（A・B）

501-0111
岐阜市鏡島字外長瀬(鏡島運動場内)

サッカー,,,,,,,,,

西進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。
河渡橋手前側道を入り、橋下を北へくぐる。堤防へあがりそ
のまま河川敷へ。
なし
南進 忠節橋より県道岐阜千本松原公園自動車道線を南
へ、河渡橋手前を河川敷へ。

時分～時分

トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

岐阜市西部体育館

501-0115
岐阜市鏡島2-8-40

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトテニス,テニス,剣道,空手,,

岐阜バス 鏡島市橋線 市橋行き 市岐商前下車 徒歩5
分

江崎第１球場

501-0117
岐阜市江崎川添堤外(江崎公園内)

軟式野球,,,,,,,,,

南進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。河
渡橋の西鏡島三・江崎一交差点を左折。JR東海道本線鉄
橋下から入る。
なし
北進 岐大バイパスを瑞穗市方面へ。下奈良交差点より側
道に入り堤防道路を北上。JR東海道本線鉄橋下から入る。

時分～時分

トイレ有
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

江崎第２球場

501-0117
岐阜市江崎川添堤外(江崎公園内)

軟式野球,,,,,,,,,

南進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。河
渡橋の西鏡島三・江崎一交差点を左折。JR東海道本線鉄
橋下から入る。
なし
北進 岐大バイパスを瑞穗市方面へ。下奈良交差点より側
道に入り堤防道路を北上。JR東海道本線鉄橋下から入る。

時分～時分

トイレ有
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月：6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

軟式野球,,,,,,,,,

南進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。河
渡橋の西鏡島三・江崎一交差点を左折。JR東海道本線鉄
橋下から入る。
無
北進 岐大バイパスを瑞穗市方面へ。下奈良交差点より側
道に入り堤防道路を北上。JR東海道本線鉄橋下から入る。

時分～時分

トイレ有
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月：6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

軟式野球,,,,,,,,,

南進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。河
渡橋の西鏡島三・江崎一交差点を左折。JR東海道本線鉄
橋下から入る。
北進 岐大バイパスを瑞穗市方面へ。下奈良交差点より側
道に入り堤防道路を北上。JR東海道本線鉄橋下から入る。

時分～時分

トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

時分～時分

トイレ有
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年
末年始(12/29～1/3）休業

9時00分～21時00分

駐車場有110台 無料

江崎第３球場

501-0117
岐阜市江崎川添堤外(江崎公園内)

江崎A・B球場

501-0117
岐阜市江崎川添堤外(江崎公園内)

江崎C球場

501-0117
岐阜市江崎川添堤外(江崎公園内)

ソフトボール,,,,,,,,,

南進 岐阜環状線より主要地方道岐阜・巣南・大野線へ。河
渡橋の西鏡島三・江崎一交差点を左折。JR東海道本線鉄
橋下から入る。
なし
北進 岐大バイパスを瑞穗市方面へ。下奈良交差点より側
道に入り堤防道路を北上。JR東海道本線鉄橋下から入る。

板屋（A・B）球場

501-1135
岐阜市木田5丁目（板屋公園内）

ソフトボール,,,,,,,,,

岐阜環状線より吉野家交差点を左折、ぎふばす前を通過し
柿ヶ瀬交差点を左折、板屋大橋をわたり右側。西側に板屋
テニスコート有。

時分～時分

手洗場 トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

板屋テニスコート

501-1135
岐阜市木田5丁目（板屋公園内）

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜環状線より靴のマルトミ交差点を左折、柿ヶ瀬交差点
なし
を左折し、板屋大橋を渡り右側。

時分～時分

手洗い場・トイレ有
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

則松球場

5011183
岐阜市則松1-196

軟式野球,,,,,,,,,

手洗場 トイレ有り
1、2、11、12月 7：00～17：00

駐車場有

岐阜市北西部体育館

501-1183
岐阜市則松2丁目65-2

バスケットボール,バレーボール,バドミント
岐阜バス、黒野線 西秋沢または宝珠ハイツ行き 犬塚バ 月曜日（祝日の場合はその翌日）、
ン,卓球,ソフトテニス,テニス,体操競技,新体
ス停下車徒歩8分
年末年始：12/29～1/3
操,,

フィールドかけぼら

501-1185
岐阜市奥1-37-1

サッカー,軟式野球,ソフトボール,,,,,,,

岐阜北カントリー倶楽部

501-1185
岐阜市奥475

岐阜ファミリーパーク体育館

なし

6時00分～18時00分

9時00分～21時00分

駐車場有80台 無料

岐阜市コミュニティバス(方県・綱代地方 綱代ルート)瑞光苑
年末年始(12/29～1/3)
前下車

臨時休業有り
6時00分～18時00分 1、2、11、12月 8：00～17：00
3、10月 7：00～17：00

駐車場有

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「岐阜」駅から車で40分

月曜日・降雪時

7時00分～18時00分

501-2502
岐阜市山県北野２０７８番地の１

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトテニス,テニス,,,,

東海北陸道関ICより約20分
(平日)岐阜バス高美線 北野下車 徒歩20分

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年
末年始（12/29～1/3)

9時00分～21時00分

岐阜市少年自然の家

501-2502
岐阜市山県北野2081

ウォークラリー,オリエンテーリング,キャン
プ,,,,,,,

岐阜バス高美線北野下車徒歩２０分

月曜日(月曜日が祝日の場合は翌
日)・第3日曜日、年末年始休館日
12/29～1/3

時分～時分

利用希望日の1ヵ月前以前に電話などで希望の日に 駐車場有岐阜ファミリーパーク駐車場を
利用できるかどうかをお問い合わせください。
利用 （無料）

岐阜ファミリーパーク球場

501-2502
軟式野球,硬式野球,,,,,,,,
岐阜市山県北野北(岐阜ファミリーパーク内)

東海北陸自動車道関ICより約20分

火曜日(火曜日祝日の場合､水曜
日)、年末年始(12/29?1/3)

時分～時分

野球場供用期間4～9月6：00～18：00
10,11､3月 6：00～17：00
12～2月 8：00～16：00

駐車場有

岐阜ファミリーパークテニスコート

501-2502
岐阜市北野北(岐阜ファミリーパーク)

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

東海北陸自動車道関ICより約20分

火曜日（火曜日祝日の場合、水曜
日）､年末年始(12/29～1/3)

時分～時分

テニスコート供用期間
4月～8月 6:30～18:30 3,9月 6:30～17:30 10,11
月 6:30～16:30 12月～2月 8:30～16:30

駐車場有

岐阜ファミリーパークサッカー兼ラグビー場

501-2502
岐阜市北野北(岐阜ファミリーパーク内)

サッカー,ラグビー,,,,,,,,

東海北陸自動車道関ICより約20分

火曜日(火曜日祝日の場合､水曜
日)、年末年始(12/29～1/3)

時分～時分

サッカー兼ラグビー場供用期間
4～10月 7：00～17：00/11～3月 9：00～17：00

駐車場有
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ゴルフのプレーには予約が必要となります。土日祝と
駐車場有
平日はスタート時間が異なります。
駐車場有130台・無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

ソフトボール,,,,,,,,,

藍川橋より主要地方道岐阜 美濃線を北へ。サークルK春
なし
近店の信号を右折、千疋橋手前側道を道なりに。

時分～時分

11月～2月 7:00～17:00
3月～10月 6:0018:00
使用料(無料)

駐車場有

溝口第２球場

5012551
岐阜市溝口川通113-1（溝口公園内）

ソフトボール,,,,,,,,,

東進 岐関大橋手前を側道に入り、橋を南へくぐり、道なりに
河川敷へ。
北進 藍川橋より主要地方道岐阜美濃線を北へ。喫茶「ほく なし
と」を過ぎ、河川道入口(ポールが2本立っている入口が目
印)から河川敷へ。

時分～時分

トイレ有
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

溝口テニスコート

501-2551
岐阜市溝口川通113-1（溝口公園内）

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

なし

時分～時分

トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

溝口第１球場

501-2551
岐阜市溝口川通1131-1（溝口公園内）

軟式野球,,,,,,,,,

東進 岐関大橋手前を側道に入り、橋を南へくぐり、道なりに
河川敷へ。
北進 藍川橋より主要地方道岐阜美濃線を北へ。喫茶「ほく 無
と」を過ぎ、河川道入口(ポールが2本立っている入口が目
印)から河川敷へ。

時分～時分

トイレ有り
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月：6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

岐阜市東部体育館

501-3134
岐阜市芥見4-68

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトテニス,テニス,剣道,空手,,

岐阜バス、大洞団地線東芥見下車 徒歩5分

月曜日（祝日の場合は火曜日）、年
末年始12/29～1/3休業

岐阜中央カントリークラブ

501-3134
岐阜市芥見薬師洞5576-3

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）R156の岐阜市と関市境の国道沿に位置しています。

年末年始：1/1

柳津運動場

501-6112
岐阜市柳津町北塚4-94

軟式野球,ソフトボール,サッカー,レクリエー
ション,軽スポーツ系その他,,,,,

名鉄竹鼻線「柳津」駅下車、徒歩15分。

12月29日～1月3日

8時00分～17時00分

岐阜市もえぎの里体育館

501-6121
ソフトバレーボール,バドミントン,卓球,トレー
岐阜バス茜部三田洞線 下佐波下車南へ徒歩2分
岐阜市柳津町下佐波西1-15もえぎの里3階 ニング,軽スポーツ系その他,,,,,

月曜日(休日の場合は翌日以降の平
日）、年末年始(12/29～1/3)

9時00分～21時30分

駐車場有40台 無料

坂巻運動広場

501-6121
岐阜市柳津町佐波6397-1

軟式野球,ソフトボール,サッカー,ゲートボー
岐阜ﾊﾞｽ茜部三田洞線 坂巻下車、東へ徒歩10分。
ル,軽スポーツ系その他,,,,,

12月29日～1月3日

8時00分～17時00分

駐車場有

岐阜羽島ゴルフクラブ

501-6122
岐阜市柳津町高桑４５９

ゴルフ,,,,,,,,,

無し

6時00分～23時00分

高桑運動広場

501-6122
岐阜市柳津町高桑堤外3-102

軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系その
他,サッカー,,,,,,

岐阜ﾊﾞｽ高桑停留所、南へ徒歩10分。

12月29日～1月3日

8時00分～17時00分

日置江球場

501-6135
岐阜市茶屋新田字上村地先

軟式野球,,,,,,,,,

南進 長良川左岸堤防道路(県道茶屋新田・堀津線)長良大
橋の手前河川敷へ下る。
なし
西進 地方道岐阜・垂井線を西へ。長良大橋交差点を右折
し河川敷へ。

時分～時分

トイレ有
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月：6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

日置江サッカー場

501-6135
サッカー,,,,,,,,,
岐阜市茶屋新田字上村地先(日置江公園内)

南進 長良川左岸堤防道路(県道茶屋新田・堀津線)長良大
橋の手前河川敷へ下る。
なし
西進 地方道岐阜・垂井線を西へ。長良大橋交差点を右折
し河川敷へ。

時分～時分

トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

岐阜市畜産センター公園

502-0801
岐阜市椿洞776-4

乗馬,ハイキング,ソフトボール,サッカー,,,,,,

岐阜バス彦坂真生寺行き寿松苑前下車 徒歩3分

岐阜市民球場

502-0812
岐阜市八代2丁目8(福光中央公園内)

軟式野球,,,,,,,,,

岐阜バス、三田洞線「福光野球場前」徒歩1分

火曜日(火曜日祝日の場合､水曜
日)、年末年始(12/29～1/3）

時分～時分

野球場供用期間4～10月 6：00～21：00
3、11月 6：00～17：00
12～2月 8：00～16：00

駐車場有

長良川テニスコート

5020817
岐阜市長良福光字田ヶ脇（長良川公園内）

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜バス「鵜飼屋」バス停下車

無

時分～時分

トイレ有り
1月・2月・11月・12月：7:00～17:00
3月～10月：6:00～18:00
使用料：無料

駐車場有

早田テニスコート

502-0841
岐阜市学園町1-93-1(早田西公園内)

ソフトテニス,硬式テニス,,,,,,,,

岐阜バス、忠節長良線「伊奈波中前」下車徒歩5分

火曜日(祝日の場合水曜日)、年末年
始(12/29～1/3)

時分～時分

テニスコート供用期間4～8月 6：30～18：00/9月・3
月6：30～17：30/10月・11月6：30～16：30/12～2月 駐車場有
8：30～16：30

岐阜市北部体育館

502-0857
岐阜市正木1020-2

バスケットボール,バレーボール,バドミント
岐阜バス、岐阜大学・病院線 岐阜大学病院行き 正木北 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年
ン,卓球,フットサル,テニス,柔道,剣道,空手,ハ
下車 徒歩10分
末年始(12/29～1/3)
ンドボール

9時00分～21時00分

北部市民プール

502-0857
岐阜市正木1020-2

水泳,,,,,,,,,

夏休みに開放しています。(7月第2土曜日～8/31）
10時00分～17時00分 7月第2土曜日～7月20日までの土日・7月21日～8月 駐車場有50台・無料
31日・9月第1土曜日～9月第2日曜日までの土日

旦ノ島球場

502-0921
ソフトボール,,,,,,,,,
岐阜市守口町4丁目26番地（旦ノ島公園内）

島西運動場

502-0926
岐阜市旦島2-5

中屋球場

501-2531
岐阜市中屋東（中屋運動場内）

岐阜バス､岐阜大学行き 正木北下車 徒歩10分

5時00分～時分

駐車場有80台 無料
平日8:00～、土日祝日7:00～スタート。5～9月は早朝
プレーが5:00からスタート可能です。
駐車場有
レンタル料1,000円
夜間照明の利用は5月1日から10月31日で19:00～
21:30になります。

年中無休で、日の出から日の入までの間利用でき
る。５月１日～９月３０日の間はナイター利用も可。

シーズン中は無し

岐阜バス 大野バスセンター、北方バスターミナル、リバー
サッカー,ラグビー,ソフトボール,競技系その
サイドモール、モレラ岐阜、西郷行き、島消防署前バス停下 年末年始（12/29～1/3)
他,,,,,,
車、南へ徒歩約6分

時分～時分

駐車場有

駐車場有２００台収容可

駐車場有

駐車場有無料 4月～9月8:30～
18:30/10月～3月8:30～17:00

10時00分～16時00分

(バス)岐阜バス 旦ノ島バス停前 下車
(乗用車)岐阜環状線より国道157号線を西へ。藤原動物病 なし
院を右折、踏切を渡り突きあたりを左折約2㎞。
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9時00分～21時00分

駐車場有50台 無料

ダッグアウト 手洗場 トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

6時00分～18時00分 1、2、11、12月 7：00～17：00

駐車場有

駐車場有97台

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

伊自良川C球場

502-0926
岐阜市旦島字蓼厚（伊自良川緑地）

ソフトボール,,,,,,,,,

岐阜環状線より国道157号線を西へ。尻毛橋手前の堤防を
なし
右折。

時分～時分

手洗場 トイレ有り
11月～2月：7:00～17:00/3月～10月：6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

伊自良川サッカー場

502-0926
岐阜市旦島蓼厚（伊自良川緑地）

サッカー,,,,,,,,,

岐阜環状線より国道157号線を西へ。尻毛橋手前の堤防を
なし
右折。

時分～時分

手洗場 トイレ有り
11月～2月 7:00～17:00/3月～10月 6:00～18:00
使用料(無料)

駐車場有

南部スポーツセンターテニスコート

502-8285
岐阜市南鶉5丁目86

テニス,,,,,,,,,

岐阜バス茜部三田洞線「下佐波行」（鶉小学校前下車）徒
歩5分

毎週月曜日(祝日の場合は翌日)、年
末年始(12/29～1/3）

鳥羽川テニスコート

508-0858
岐阜市下土居字下野(鳥羽川緑地内)

硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

徒歩、北部体育館前 堤防道路を東へ500m

無

羽島市運動公園

501-6224
羽島市正木町大浦602番地

軟式野球,ソフトボール,テニス,軽スポーツ,
グランド･ゴルフ,,,,,

東海道新幹線「岐阜羽島駅」から 車で約10分
名神高速道路「岐阜羽島IC」から 車で約10分

1月1日～3日、12月31日

8時00分～21時30分 18時以降はナイター料金含

駐車場有200台・無料

羽島市木曽川堤外正木運動場

501-6224
羽島市正木町大浦字柳原

軟式野球,ソフトボール,サッカー,テニス,グラ
名鉄竹鼻線「竹鼻駅」から 車で約10分
ウンド・ゴルフ,軽スポーツ,,,,

無し

8時00分～18時00分 原則日没まで（冬季は16時まで）

駐車場有200台・無料

ふれあいの里広場パターゴルフ場

501-6224
羽島市正木町大浦地先（木曽川右岸）

パターゴルフ,,,,,,,,,

名鉄竹鼻線「竹鼻駅」から 車で約10分

無し

8時00分～18時00分 原則日没まで（冬季は16時まで）

駐車場有20台・無料

羽島市弓道場

501-6244
羽島市竹鼻町丸の内6丁目160

弓道,,,,,,,,,

名鉄竹鼻線「竹鼻駅」から 徒歩で約20分

9時00分～21時00分

駐車場有200台・無料（羽島市文化セン
ターと共用）

羽島市柔剣道道場

501-6244
羽島市竹鼻町丸の内6丁目160番地

柔道,剣道,,,,,,,,

名鉄竹鼻線「竹鼻駅」から 徒歩で約20分

9時00分～21時00分

駐車場有200台・無料（羽島市文化セン
ターと共用）

ふれあいの里・みどりの広場(リバーウォッチング 501-6315
ゾーン)
羽島市下中町石田地先（木曽川右岸）

火曜日、第3日曜日、国民の祝日の
翌日、1月1日～4日、12月28日～31
日
火曜日、第3日曜日、国民の祝日の
翌日、1月1日～4日、12月28日～31
日

9時00分～17時00分 冬期（11～2月）10:00～16:00

時分～時分

1月・2月11月・12月：7:00～17:00
3月～10月：6:00～18:00
使用料：無料

駐車場有50台 無料

駐車場有

グラウンド･ゴルフ,,,,,,,,,

1月1日～3日、12月31日

8時00分～18時00分 原則日没まで（冬季は16時まで）

駐車場有100台・無料

長良川南部多目的広場

501-6332
羽島市桑原町東方地先（長良川左岸）

インラインスケート,グラウンド･ゴルフ,,,,,,,,

1月1日～3日、12月31日

8時00分～18時00分 原則日没まで（冬季は16時まで）

駐車場有30台・無料

長良川多目的運動場

501-6332
羽島市堀津町須賀地先（長良川左岸）

陸上競技,サッカー,パターゴルフ,,,,,,,

1月1日～3日、12月31日

8時00分～18時00分 原則日没まで（冬季は16時まで）

駐車場有100台・無料

軟式野球,サッカー,テニス,ソフトテニス,ソフト
ふれあいバス：北部・川島線「スポーツ公園前」下車
ボール,水泳,軽スポーツ系その他,,,

年末年始：12/29～1/3

8時00分～17時00分

駐車場有普通車130台(無料)

川島スポーツ公園

川島総合スポーツ公園プール

各務原市川島小網町２１４６番地１

各務原市川島小網町２１４６番地１

水泳,,,,,,,,,

ふれあいバス川島・北部線「スポーツ公園前」下車すぐ

10時00分～16時30分

開館期間：7/1～8/31
料金：大人300円・高校以下100円

駐車場有130台 無料

各務原市総合体育館

504-0023
各務原市那加太平町2丁目100番地

体操競技,バレーボール,バスケットボール, 名鉄各務原線「新那加」駅下車、徒歩3分。ＪＲ高山本線
ハンドボール,バドミントン,卓球,ソフトテニス, 「那加」駅下車徒歩4分 ふれあいバス西部・鵜沼線「総合 年末年始：12月29日～1月3日
テニス,柔道,剣道
体育館」下車

9時00分～22時00分

駐車場有140台

各務原市桜体育館

504-0043
各務原市那加手力町４１番地

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,,,,,,,

名鉄各務原線「新加納」下車 徒歩１５分
ふれあいバス：西部・鵜沼線「山後町公民館前」下車

9時00分～22時00分

駐車場有70台・無料

各務原市飛鳥球場

504-0801
各務原市蘇原北山町2丁目81番地

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

岐阜乗合バス倉知線「各務原団地停留所」下車 徒歩15分 年末年始：12/29～1/3

7時00分～19時00分 料金：一般1時間500円・高校生以下1時間250円

駐車場有

蘇原地区体育館

504-0852
各務原市蘇原古市場町5-2

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,

ふれあいバス：北部・川島線「外山町」下車

各務原市協定グラウンド

504-0914
各務原市三井東町2丁目

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

名鉄各務原線「各務原市役所前駅」下車 徒歩5分
ふれあいバス：北部・川島線または循環休日線「自衛隊前」 年中無休
下車

季節によって異なります。
利用できるのは成人の責任者を含む10人以上の団
7時00分～19時00分
体のみです。総合体育館で団体登録を行ってくださ
い。

岐阜県グリーンスタジアム

504-0924
各務原市下切町6-1-4

ホッケー,その他・多目的,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「那加」駅からタクシーで約5分、名鉄各務原線
「各務原市役所前」駅からタクシーで約5分
火曜日（祝日の時は翌日）、年末年
ふれあいバス：東部・南部線または循環休日線「グリーンス 始：12/29～1/3
タジアム前」下車

アマチュア・一般・大学生4,000円 高校生以下2,000
9時00分～21時00分 円 プロスポーツ10,000円 各種イベント10,000円（全 駐車場有
て1時間あたりのホッケーコート1面利用料金）。

各務原市ホッケー場

504-0924
各務原市下切町6-1-4

ホッケー,,,,,,,,,

JR高山本線「那加」駅からタクシーで5分、名鉄各務原線
「各務原市役所前」駅からタクシーで5分。
火曜日（祝日の時は翌日）、年末年
ふれあいバス：東部・南部線または循環休日線「グリーンス 始（12/29～1/3）
タジアム前」下車

9時00分～21時00分 1時間：一般3,200円・高校生以下1,600円

駐車場有250台・無料

各務原総合運動公園

504-0926
軟式野球,サッカー,ソフトボール,アーチェ
各務原市上中屋町字村前堤外1861番地先
リー,キャンプ,軽スポーツ系その他,,,,
（木曽川右岸河川敷)

岐阜乗合バス川島・前渡線「上戸停留所」「大佐野停留所」
年末年始：12/29～1/3
下車 徒歩15分

7時00分～19時00分 季節によって利用時間に変動があります。

駐車場有

稲羽地区体育館

504-0933
各務原市神置町3-327

ふれあいバス：北部・川島線「神置南」下車

9時00分～22時00分

駐車場有60台

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,
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12月29日～1月3日

12月29日～1月3日

12月29日～1月3日

9時00分～22時分

駐車場有13台

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

各務原スポーツ広場テニスコート

509-0105
各務原市各務山の前町1丁目47番地の1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「各務ヶ原」駅又は名鉄各務原線「名電各務
原」駅下車徒歩15分または名鉄各務原線「二十軒駅」下車
年末年始：12月29日～1月3日
徒歩10分
ふれあいバス：東部・南部線「スポーツ広場前」下車

7時00分～22時00分

駐車場有145台 多目的運動広場と共
用。

各務原スポーツ広場多目的運動広場

509-0105
各務原市各務山の前町1丁目47番地の1

ＪＲ高山本線「各務ヶ原」駅又は名鉄各務原線「名電各務
サッカー,ラグビー,ホッケー,軽スポーツ系そ 原」駅下車徒歩15分または名鉄各務原線「二十軒駅」下車
年末年始：12月29日～1月3日
の他,,,,,,
徒歩10分
ふれあいバス：東部・南部線「スポーツ広場前」下車

7時00分～22時00分

駐車場有145台 テニスコートと共用。

各務原勤労者総合グラウンド

509-0108
各務原市須衛町2丁目600番地

サッカー,ラグビー,軟式野球,ソフトボール,,,,,,

岐阜乗合バス倉知線「下須衛」停留所下車徒歩３分
ふれあいバス：北部・南部線「市民球場前」下車

年末年始：12月29日～1月3日

7時00分～22時00分

駐車場有150台 無料 各務原市民球
場と共用

各務原市民球場

509-0108
各務原市須衛町2丁目601番地

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

岐阜乗合バス倉知線「下須衛」停留所下車徒歩３分
ふれあいバス：北部・川島線「市民球場前」下車

その他：12月15日～2月末日

7時00分～19時00分 4月～10月は7：00～19：00、その他は9：00～16：00 駐車場有150台 無料

いこいの広場・伊木の森

509-0111
各務原市鵜沼伊木山1492番地1

ソフトテニス,テニス,フィールドアスレチック,
ローラースケート,サイクルモノレール,,,,,

名鉄各務原線「鵜沼宿」駅下車、徒歩４０分またはＪＲ高山
本線鵜沼駅下車徒歩６０分。
月曜日および祝日の翌日、年末年
ふれあいバス：西部・鵜沼線または循環休日線「丸子団地」 始：12月28日～1月4日
下車

9時00分～17時00分

鵜沼地区体育館

509-0131
各務原市つつじが丘4-138

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,

岐阜バスコミュニティ：各務原東部線「八木山小学校前」下
車
12月29日～1月3日
ふれあいバス：東部・南部線「八木山小学校前」下車

9時00分～22時00分

駐車場有6台

鵜沼西地区体育館

509-0141
各務原市鵜沼各務原町6-7

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,

ふれあいバス：西部・鵜沼線「岐阜各務野高校前」下車

12月29日～1月3日

9時00分～22時00分

駐車場有17台

各務原市少年自然の家

509-0143
各務原市鵜沼小伊木町4-213

,,,,,,,,,

名鉄各務原線「鵜沼宿」駅下車、徒歩３０分。 （木曽川犬
山ライン大橋下る３００ｍ）
ふれあいバス：西部・鵜沼線「ジィフル各務原前」下車

月曜日、国民の祝日、年末年始：
12/29～1/3

8時30分～17時15分

駐車場有50台 無料

那加地区体育館

509-0143
各務原市鵜沼小伊木町4-213

バレーボール,バドミントン,卓球,,,,,,,

ふれあいバス：北部・川島線「新加納町東」下車

12月29日～1月3日

9時00分～22時00分

駐車場有30台

テニスは9:00～21:00利用可能（ただし12月～3月は
17:00まで）

駐車場有100台

各務原市民プール

509-0143
各務原市鵜沼小伊木町4丁目300番地

水泳,,,,,,,,,

温水：10:00～21：30入場は午後9時まで
木曜日（市立小中学校の夏休み及び
名鉄各務原線「新鵜沼」駅下車
屋外レジャープール：9:00～18：00(入場17：00)
冬休み期間の木曜日を除く）と国民
ふれあいバス：西部・鵜沼線及び循環休日線「市民プール」
9時00分～21時30分 ただし温水プールは屋外レジャープール開設期間中
の祝日の翌日、年末年始：12/29～
下車
（６月最終土曜日～９月第１日曜日）のみ９：００～２
1/2
１：３０ に修正

各務原市弓道場

509-0146
各務原市鵜沼三ツ池町5丁目228番地

弓道,,,,,,,,,

名鉄各務原線「名電各務原」駅下車、徒歩１０分
ふれあいバス：東部・南部線「弓道場前」下車

年末年始：12月29日～1月3日

9時00分～22時00分 一般1人1時間 200円 、高校生以下1人1時間 100円 駐車場有30台

各務原リバーサイド21

509-0923
各務原市前渡西町1079番地

パターゴルフ,,,,,,,,,

ふれあいバス：循環休日線「パターゴルフ場前」下車

火曜日（祝日の場合その翌日）、年
末年始：12/30～1/1

8時30分～18時30分

大桜グラウンド

501-2101
山県市大桑2731-1

軟式野球,ソフトボール,サッカー,,,,,,,

12月29日～1月3日

9時00分～22時00分

山県市総合運動場

501-2113
山県市高木1675

サッカー,軟式野球,硬式野球,ソフトボール,
軽スポーツ系その他,,,,,

第3日曜日夜間(17：00～)

年末年始休館日：12/29～1/3
9時00分～21時30分 使用料：1時間西面320円 東面210円 全面530円（夜 駐車場有約120台
間照明料は別途必要です)

山県市総合体育館

501-2113
山県市高木1675番地

バスケットボール,バレーボール,バドミント
岐阜バス岐北線で岐阜駅から約４０分。山県警察署前下
ン,卓球,エアロビックダンス,柔道,剣道,ソフト
車、徒歩５分。
バレーボール,軽スポーツ系その他,

第3日曜日夜間(17：00～)、年末年
始：12/29～1/3

9時00分～22時00分

山県市総合テニスコート

501-2113
山県市高木1675番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

第3日曜日夜間(17:00～)

年末年始休館日：12/29～1/3
9時00分～21時30分 5月～10月(夏季営業) AM7：00～
使用料：1時間420円 夜間840円

駐車場有約120台

梅原スポーツランド

501-2115
山県市梅原2645-1

軟式野球,ソフトボール,サッカー,テニス,,,,,,

12月29日～1月3日

9時00分～22時00分

駐車場有30台・無料

山県市伊自良ふれあい・さわやかドーム

501-2121
山県市大門850番地71

グラウンド･ゴルフ,ゲートボール,ペタンク,軽 岐阜バス山県市役所行き山県市役所下車
スポーツ系その他,,,,,,
ハーバス伊自良線伊自良支所下車徒歩3分

年末年始：12/29～1/3

6時00分～22時00分

照明器具を使用した場合、1時間あたり315円の使用
駐車場有20台 無料
料がかかります。

山県市伊自良総合運動公園

501-2125
山県市洞田127番地67

岐阜バス黒野経由伊自良長滝行き、伊自良支所前下車徒
サッカー,テニス,軟式野球,ソフトボール,軽ス 歩3分
第3日曜日夜間（17：00～）、年末年
ポーツ系その他,,,,,
または岐阜バス山県市役所行き山県市役所下車 ハーバ 始：12/29～1/3
ス伊自良線伊自良支所下車徒歩3分

9時00分～21時30分

駐車場有50台 無料

伊自良キャンプ場

501-2135
山県市長滝27番地44

キャンプ,,ウォーキング,,,,,,,

岐阜バス高富経由山県市役所よりハーバスにて伊自良線
シーズン中は無し
に乗り換え伊自良キャンプ場下車、徒歩１分

時分～時分

キャンプハウスは7月第1土曜から9月第1日曜まで利
駐車場有
用可。

グリーンプラザみやま

501-2303
山県市片原134番地

キャンプ,,,,,,,,,

岐阜バス岐北線谷合・塩後行き。谷合で神崎線に乗り換
え。片狩バス停下車、徒歩５分

時分～時分

申込みは3月1日～可能です。

岐阜バス岐北線で岐阜駅から約４０分。山県警察署前下
車、徒歩５分。

岐阜バス岐北線で岐阜駅から約４０分。山県警察署前下
車、徒歩５分。
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10月1日～4月最終金曜日まで

駐車場有970台

4月～9月は8：30～18：30、10月～3月は9：00～17：
駐車場有65台 無料・マイクロバス2台
00 まで

駐車場有100台

使用日の2ヶ月前から予約可能です。
市内外を問わず料金は一定です。

駐車場有第1駐車場76台、第2駐車場
80台、第3駐車場83台。第5駐車場59
台。

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

山県市美山総合運動場

501-2315
山県市田栗899番地

軟式野球,ソフトボール,サッカー,軽スポーツ
岐阜バス岐北線にて谷合下車徒歩10分
系その他,,,,,,

第3日曜日夜間(17:00～)、年末年
始：12/29～1/3

山県市美山テニスコート

501-2321
山県市谷合1038番地

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜バス岐北線にて加羅下車徒歩5分。

第3日曜日の夜間(17：00～)、年末年
9時00分～21時30分 使用料：1面1時間：315円 夜間：525円
始：12/29～1/3

駐車場有

瑞穂市生津スポーツ広場

501-0211
瑞穂市生津223番地1

レクリエーション,ドッジボール,ジョギング,
ウォーキング,軽スポーツ系その他,軟式野
球,テニス,ソフトボール,サッカー,

みずほバス「穂積北中学校前」下車

12月29日～1月3日

6時30分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有

瑞穂市弓道場

501-0216
瑞穂市生津天王町2丁目106番地

弓道,,,,,,,,,

みずほバス「穂積北中学校前」下車

12月29日～1月3日

9時00分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有10台

瑞穂市体育館

501-0222
瑞穂市別府1300番地3

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,柔道,剣道,空手道,なぎなた,ソフトバ みずほバス「瑞穂市役所」下車
レーボール,銃剣道

12月29日～1月3日

9時00分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有20台

瑞穂市穂積グラウンド

501-0224
瑞穂市稲里452番地1

軟式野球,,,,,,,,,

みずほバス「図書館」下車

12月29日～1月3日

9時00分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有70台

瑞穂市穂積第2グラウンド

501-0224
瑞穂市稲里607番地

サッカー,,,,,,,,,

みずほバス「図書館」下車

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分 団体登録が必要

駐車場有

瑞穂市五六川グラウンド

501-0232
瑞穂市野田新田4320番地

サッカー,ソフトボール,,,,,,,,

みずほバス「野田新田公民館」下車

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分 団体登録が必要

駐車場有

瑞穂市糸貫川運動公園

501-0236
瑞穂市本田1940番地

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

みずほバス「穂積北中学校前」下車

12月29日～1月3日

9時00分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有30台

瑞穂市西ふれあい広場

501-0302
瑞穂市居倉175番地

ウォーキング,軟式野球,軽スポーツ系その
他,,,,,,,

みずほバス「西小学校前」下車

無し

9時00分～17時00分 占用したい場合は、利用申請をしてください。

駐車場有

瑞穂市巣南グラウンド

501-0305
瑞穂市宮田300番地2

サッカー,,,,,,,,,

みずほバス「巣南庁舎」下車

12月29日～1月3日

9時00分～21時30分 団体登録が必要

駐車場有20台

瑞穂市中ふれあい広場

501-0312
瑞穂市美江寺276番地

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分 団体登録が必要

駐車場有20台

瑞穂市南ふれあい広場

501-0322
瑞穂市古橋1466番地

瑞穂市糸貫川グラウンド

502-0211
瑞穂市生津1252番地

サッカー,ソフトボール,,,,,,,,

席田北部公園

501-0402
本巣市郡府51番地1

糸貫体育センター

軟式野球,テニス,ストリートバスケット,ゲート
樽見鉄道「美江寺駅」下車
ボール,軽スポーツ系その他,ソフトボール,
みずほバス「美江寺東口」下車
サッカー,,,
ストリートバスケット,ゲートボール,ドッジ
ボール,ジョギング,ウォーキング,軽スポーツ みずほバス「南小学校」下車
系その他,,,,

無し

みずほバス「穂積駅前」下車

9時00分～18時00分

駐車場有50台 無料

時分～時分

駐車場有

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分 団体登録が必要

駐車場有

サッカー,グラウンド･ゴルフ,ソフトボール,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
年末年始12月29日～1月3日

8時00分～22時00分

駐車場有

501-0406
本巣市三橋1101-6

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトバレーボール,軽スポーツ系そ
の他,,,,

月曜日(祝日の場合はその翌日）

9時00分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有

本巣市民スポーツプラザ

501-0412
本巣市長屋262

軟式野球,,ソフトボール,水泳,ソフトテニス,テ
樽見鉄道「糸貫駅」より北へ徒歩２０分
ニス,グラウンド･ゴルフ,ゲートボール,,

月曜日(祝日の場合はその翌日）

8時00分～22時00分

糸貫川テニスコート（本巣市民スポーツプラザ内）

501-0412
本巣市長屋262

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

樽見鉄道「糸貫駅」下車、北へ徒歩20分

月曜日（祝日の場合はその翌日）

年末年始休館日：12/29～1/3
8時00分～22時00分 1コート1時間につき200円
夜間照明使用料：１コート１時間につき400円

糸貫川プール（本巣市民スポーツプラザ内）

501-0412
本巣市長屋262

水泳,,,,,,,,,

樽見鉄道「糸貫駅」下車、北へ約20分

営業期間中は無し

7月日曜日～8月31日まで（但し、夏休み前の平日は
10時00分～18時00分 休業） 料金：一般400円 高校生300円 小中学生 駐車場有300台
100円

糸貫根尾川スポーツ広場

501-0417
本巣市屋井1195-1地先

サッカー,軟式野球,ソフトボール,グランド･ゴ
ルフ,ゲートボール,軽スポーツ系その他,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

6時00分～18時00分

早野多目的広場

501-0419
本巣市早野169

グラウンド・ゴルフ,,,,,,,,,

月曜日(祝日の場合はその翌日)、12
月29日から翌年1月3日まで

8時00分～22時00分

駐車場有

真桑みどり公園

501-0461
本巣市上真桑1636-1

ゲートボール,グラウンド･ゴルフ,軽スポーツ
その他,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
年末年始12月29日から翌年1月3日
まで

8時00分～22時00分

駐車場有

真正スポーツセンター

501-0463
本巣市小柿３６８番地３

バスケットボール,ドッジボール,トレーニング,
フィットネス,軽スポーツ系その他,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
12月29日から翌年1月3日まで

9時00分～22時00分

駐車場有60台・無料

真正グラウンド

501-0465
本巣市軽海181番地2

サッカー,軟式野球,ソフトボール,ドッジボー
ル,ゲートボール,軽スポーツ系その他,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

8時30分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有

真正体育センター

501-0465
本巣市軽海725番地1

バレーボール,バドミントン,,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

8時30分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有46台 無料
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年末年始休館日：12/29～1/3
夜間照明は16:00からの利用となります。

年末年始休館日：12/29～1/3
利用時間：日の出から日没まで

駐車場有300台

駐車場有300台 無料

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

真正まくわゲートボール等広場

501-0466
本巣市下真桑1000番地

ゲートボール,,,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

8時30分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有50台 無料

真正テニスコート

501-0466
本巣市軽海425番地

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

月曜日(祝日の場合はその翌日）

8時30分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有64台 無料

真正多目的広場

501-0471
本巣市政田３８７番地３

グラウンド・ゴルフ,ゲートボール,軽スポーツ
その他,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
12月29日から翌年1月3日まで

8時00分～22時00分

駐車場有50台・無料

しんせい運動広場

501-0474
本巣市国領173番地

軟式野球,,ソフトボール,ソフトテニス,テニス,
ドッジボール,ゲートボール,軽スポーツ系そ
の他,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

8時30分～22時00分 年末年始：12/29～1/3

駐車場有20台 無料

本巣テニスコート

501-1203
本巣市文殊148-3

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）

8時00分～22時00分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有

本巣体育センター

501-1203
本巣市文殊324

樽見鉄道「本巣駅」下車、徒歩10分、岐阜バス本巣市役所 月曜日（祝日の場合はその翌日）、
前停から徒歩5分
年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

駐車場有300台

本巣多目的広場

501-1203
本巣市文殊326

樽見鉄道「本巣駅」下車、徒歩10分、岐阜バス本巣市役所 月曜日（祝日の場合はその翌日）、
前停から徒歩5分
年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

駐車場有300台

本巣総合運動場

501-1203
本巣市文殊50-1

岐阜バス新町または宝珠ハイツ停から徒歩５分

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

駐車場有バス20台 普通車100台

岐阜本巣カントリークラブ

501-1233
本巣市外山2120-30

ゴルフ,,,,,,,,,

R157を根尾村方面へ。本巣トンネルを越えるとすぐ。

月曜日（１月から２月まで）、1月１日

7時00分～18時00分

本巣神海運動場

501-1235
本巣市神海1299-5

サッカー,軟式野球,硬式野球,ソフトボール,
樽見鉄道「神海駅」下車、徒歩５分、岐阜バス外山連絡所
グランド･ゴルフ,ゲートボール,軽スポーツ系
停から徒歩５分
その他,,,

月曜日（祝日の場合はその翌日）、
年末年始：12/29～1/3

8時00分～22時00分

NEOキャンピングパーク

501-1512
本巣市下大須1428-1

キャンプ,釣り,ハイキング,,,,,,,

岐南町スポーツセンター

5016006
羽島郡岐南町伏屋5丁目82番地

テニス,ゲートボール,グラウンド･ゴルフ,,,,,,,

岐南町防災コミュニティーセンター

501-6006
羽島郡岐南町伏屋5丁目82番地

岐南町総合体育館

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトテニス,柔道,剣道,軽スポーツ
系その他,,
グラウンド･ゴルフ,ドッジボール,ゲートボー
ル,ジョギング,ウォーキング,軽スポーツ系そ
の他,フットサル,,,
相撲,サッカー,軟式野球,,ソフトボール,グラン
ド･ゴルフ,ゲートボール,ストリートバスケット,
軽スポーツ系その他,

樽見鉄道「本巣駅」下車、徒歩15分

貸靴500円 月曜日：セルフデー 金曜日：サービス
デー

駐車場有

駐車場有20台 無料

14時00分～11時00分

テント、シュラフ、BBQセット、MTBなどレンタルが可能
です。
駐車場有
別荘タイプのコテージは家電製品、食器、寝具、エアコ
ンなど、設備が充実しています。

月曜日

8時00分～21時30分

6月～8月は7：00から開館します。
年末年始休館日：12/29～1/3

バレーボール,ソフトバレーボール,バドミント
岐阜バス「竜門道」下車徒歩1分。
ン,卓球,剣道,少林寺拳法,,,,

月曜日

8時00分～21時30分 年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有40台 無料

501-6013
羽島郡岐南町平成７丁目47番地

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,柔道,剣道,空手道,少林寺拳法・太
極拳,トレーニング,エアロビクス・ヨガ

月曜日・第３日曜日・祝祭日・振替休
日・年末年始：12/29～1/3

9時00分～21時30分 日曜日は17：00まで

駐車場有1０0台

厚八運動場

5016100
羽島郡岐南町みやまち1-91番外1

軟式野球,ソフトボール,陸上競技,軽スポー
ツ系その他,,,,,,

年末年始(12/29～1/3)

手洗場 トイレ有り
1・2月 9～17時 毎月13日～月末まで岐阜市民総合
8時00分～18時00分 体育館で貸付
駐車場有20台・無料
11・12月 8～16時 毎月1日～12日まで岐南町総合
体育館で貸付

厚八テニスコート

5016100
羽島郡岐南町みやまち1-91番外1

岐阜バス 城田寺岐南線平島行き厚見中学校前下車 徒
年末年始(12/29～1/3)
歩5分

手洗い場・トイレ有り
1・2月 9～17時 毎月13日～月末まで岐阜市民総合
8時00分～18時00分 体育館で貸付
駐車場有20台・無料
11・12月 8～16時 毎月1日～12日まで岐南町総合
体育館で貸付

岐南町民運動場

羽島郡笠松町米野字堤外1183

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

岐阜バス「竜門道」下車徒歩1分。町巡回バス有り。

電車：名鉄電車笠松駅下車徒歩２０分 タクシ－５分

サッカー,軟式野球,軽スポーツ系その他,,,,,,,

駐車場有40台

9時00分～17時00分 使用料は時間帯によって異なります。

駐車場有

笠松町民米野運動場

501-6031
羽島郡笠松町米野堤外

ソフトボール,,,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 利用の際は事前に申請書の提出が必要です。

駐車場有

笠松町スポーツ交流館

501-6032
羽島郡笠松町江川116番地

トレーニング,スポーツ理論,,,,,,,,

無し

9時00分～21時30分

駐車場有

笠松町民江川運動場

501-6032
羽島郡笠松町江川堤外

サッカー,,,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 利用の際は事前に申請書の提出が必要です。

駐車場有

笠松町多目的運動場

501-6032
羽島郡笠松町江川堤外

サッカー,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 利用の際は申請書の提出が必要になります。

駐車場有

笠松町勤労青少年運動場

501-6033
羽島郡笠松町無動寺堤外

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 利用の際は申請書の提出が必要になります。

駐車場有

笠松港公園四季の里広場

501-6062
羽島郡笠松町田代藤掛地内

パターゴルフ,,,,,,,,,

無し

9時00分～17時00分 使用料は無料です。

駐車場有
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岐阜県内にあるスポーツ施設【岐阜地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

笠松町民運動場

501-6063
羽島郡笠松町長池573番地の1

軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系その
他,,,,,,,

無し

6時00分～21時30分

笠松町南体育館

501-6063
羽島郡笠松町長池642番地

バレーボール,バドミントン,バスケットボー
ル,,,,,,,

無し

9時00分～21時30分

駐車場有

笠松町運動公園内運動場

501-6064
羽島郡笠松町北及1655番地の1

サッカー,ソフトボール,,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 利用の際は申請書の提出が必要になります。

駐車場有

笠松町緑地公園内テニスコート

501-6064
羽島郡笠松町北及字外山

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

6時00分～18時00分 施設の利用には事前に申請書の提出が必要です。

駐車場有50台

笠松町緑地公園内運動場

501-6064
羽島郡笠松町北及字外山

軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系その
他,,,,,,,

無し

6時00分～18時00分 施設の利用には事前に申請書の提出が必要です。

駐車場有50台

笠松町民体育館

501-6083
羽島郡笠松町常盤町6番地

ハンドボール,バスケットボール,バレーボー
ル,バドミントン,卓球,テニス,柔道,剣道,,

無し

9時00分～21時30分 利用前には申請書の提出が必要です。

駐車場有

宮東公園グウランド

501-0422
本巣郡北方町芝原中町3-64

軟式野球,ソフトボール,レクリエーション,軽
スポーツ系その他,グラウンド・ゴルフ,,,,,

6時00分～18時00分 日の出より日没まで使用可能です。

駐車場有30台

中央公園グウランド

501-0446
本巣郡北方町柱本2-3

サッカー,ゲートボール,グランド･ゴルフ,レク ＪＲ穂積駅下車、岐阜バス大野穂積線柱本下車、徒歩3
リエーション,軽スポーツ系その他,,,,,
分。

6時00分～18時00分 日の出より日没まで使用可能です。

駐車場有40台

北方町総合体育館

501-0452
本巣郡北方町高屋石末1-9

条里公園グウランド

501-0456
本巣郡北方町高屋条里2-90

バスケットボール,バレーボール,バドミント
ン,卓球,ソフトテニス,テニス,柔道,剣道,ソフト
バレーボール,
サッカー,軟式野球,ソフトボール,レクリエー
ション,軽スポーツ系その他,グラウンド・ゴル
フ,,,,

巡回町民バス緑地公園前下車徒歩10分。(運休日：12月29
日から翌年の1月3日まで)

JR・名鉄岐阜駅から岐阜バス北方河渡線芝原4丁目下車
徒歩3分。

利用申込には事前に申請書の提出が必要になりま
す。

駐車場
駐車場有

JR・名鉄岐阜駅から岐阜バス真正大縄線曲路（すじかい）
日曜日の開館時間は9:00～17:00です。
月曜日ただし月曜日が祝日の場合そ
下車 徒歩10分。ＪＲ穂積駅から岐阜バス大野穂積線桂本
9時00分～21時30分 申込は体育館の所定使用申請書の提出が必要で
の翌日、年末年始：12/29～1/3
南下車、徒歩10分。
す。

駐車場有200台

ＪＲ穂積駅下車、岐阜バス大野穂積線高屋太子下車、徒歩
3分。

駐車場有勤労青少年ホーム兼用、30
台

8 ページ

6時00分～22時00分

