岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

久々野総合運動公園グラウンド

509-3214
高山市久々野町無数河818-1

サッカー,ソフトテニス,テニス,軟式野球,硬式野
球,ソフトボール,グランド･ゴルフ,ゲートボール,ベ ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、徒歩10分
タンク,

中山公園陸上競技場

506-0058
高山市山田町690

陸上競技,サッカー,グラウンド･ゴルフ,,,,,,,

（車）高山駅から15分

中山公園野球場

506-0058
高山市山田町６９０番地

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

（車）高山駅から１５分

久々野体育館

509-3214
高山市久々野町無数河818-1

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,ソフトバレーボール,ゲートボール,イン ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、徒歩10分
ディアカ,,

丹生川体育館

506-2123
高山市丹生川町坊方252

卓球,剣道,ソフトバレーボール,バウンドテニス,
シャッフルボード,,,,,

荘川体育館

501-5404
高山市荘川町黒谷100

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,レク
リエーション,ドッジボール,軽スポーツ系その他, 濃飛バス清見、荘川線牧戸行きセンター前下車２分
ソフトミニバレー,ソフトバレーボール,,

久々野大西体育館

509-3201
高山市久々野町大西467

バレーボール,バドミントン,卓球,ソフトテニス,テニ
ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、バス10分
ス,ソフトバレーボール,ゲートボール,,,

久々野渚体育館

509-3213
高山市久々野町渚748

久々野総合運動公園屋内運動場

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

8時30分～22時00分

月曜日が祝祭日と重なった場合は終日開館、翌日
駐車場有150台収容可
が休館。積雪期間は屋外施設の利用不可。

8時00分～18時00分

積雪等により利用不可となる。

駐車場有中山公園全体で160台駐車可
能

グラウンドコンディションの悪い日・冬期

8時00分～22時00分

昼間利用時間：8:00～18:00
夜間は18:00～22:00です。

駐車場有160台（中山公園全体)

毎月第3月曜日、年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

月曜日が祝祭日と重なった場合は終日開館し、翌
日が休館となります。

駐車場有150台収容可

毎月第3月曜日、12/1～3/31

濃飛バス新穂高線「丹生川中学校前」下車、徒歩３分。
無し
高山市内から車で１５分。

8時00分～22時00分

駐車場有

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有バス７台、自家用車３０台
お問い合わせください。

毎月第2月曜日

8時30分～22時00分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有25台収容可
お問い合わせください。

バレーボール,バドミントン,卓球,ソフトテニス,テニ
ＪＲ高山本線「渚」駅下車、徒歩10分
ス,ソフトバレーボール,ゲートボール,,,

毎月第1月曜日、年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

駐車場有10台収容可

509-3214
高山市久々野町無数河818-1

柔道,剣道,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、車徒歩10分

毎月第3月曜日、年末年始：12/29～1/3

8時30分～22時00分

飛騨日和田体育館

509-3404
高山市高根町小日和田2-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,軽
スポーツ系その他,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野駅」下車、濃飛バス御岳線オケジッ
タ停下車
年末年始：12/28～1/3
JR中央本線「木曽福島駅」下車、おんたけ交通チャオ御
岳線スポーツインオラ停下車

8時30分～22時00分

岡本テニスコート

506-0052
高山市下岡本町2663-2

テニス,,,,,,,,,

（車）高山駅から１５分

夜間12月～3月

8時00分～21時30分

昼間の利用は8：00～18：00、夜間は18:00～21:30
です。

駐車場有10台

中山テニスコート

506-0059
高山市下林町1017番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

（車）高山駅から１５分

コート状態により冬期閉鎖

8時00分～21時30分

12月～4月中旬まで夜間は使用不可です。

駐車場有中山公園全体で160台

久々野総合運動公園テニスコート

509-3214
高山市久々野町無数河818-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、徒歩10分

毎月第3月曜日、12/1～3/31

8時30分～22時00分

大八グラウンド

506-0812
高山市漆垣内町1500-1

サッカー,ラグビー,軟式野球,ソフトボール,レクリ
エーション,グラウンド･ゴルフ,軽スポーツ系その （車）高山駅から20分
他,,,

グラウンド状態により冬期閉鎖

8時00分～21時30分

丹生川運動公園

506-2133
高山市丹生川町大萱84-1

無し

5時00分～22時00分

冬季間は利用不可能です。夜間照明あり。

荘川グラウンド・テニスコート

501-5415
高山市荘川町一色397-1

8時00分～21時30分

料金は時間帯によって異なりますので、事前にお問
駐車場有バス５台、乗用車５０台。
い合わせください。

秋神グラウンド・テニスコート

509-3312
高山市朝日町桑之島71

軟式野球,ソフトボール,ソフトテニス,テニス,ジョギ ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、濃飛バス万石下車。徒
ング,軽スポーツ系その他,,,,
歩１分。

8時30分～17時30分

高根総合グラウンド

509-3404
高山市高根町小日和田2-1

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、濃飛バス御岳線オケジッ
陸上競技,マラソン,サッカー,軟式野球,ソフトボー
タ停下車
ル,ドッジボール,ジョギング,軽スポーツ系その
シーズン中は無し
JR中央本線「木曽福島駅」下車、おんたけ交通チャオ御
他,,
岳線スポーツインオラ停下車

8時30分～17時00分

国府グラウンド

509-4121
高山市国府町宇津江529

軟式野球,ソフトボール,ジョギング,ウォーキング,
ＪＲ高山本線「飛騨国府」駅下車、タクシーで約１０分。
軽スポーツ系その他,,,,,

奥飛騨村上総合グラウンド

506-1431
高山市奥飛騨温泉郷村上1480

軟式野球,ソフトボール,ドッジボール,ジョギング,
（車）高山市内から約１時間。
ウォーキング,軽スポーツ系その他,,,,

8時30分～21時30分

高山市相撲場

506-0059
高山市下林町1012-7

相撲,,,,,,,,,

（車）JR高山駅から15分

8時00分～21時30分

駐車場有10台

高山市屋内軽スポーツ場

506-0824
高山市片野町4-461

ゲートボール,その他軽スポーツ,,,,,,,,

JR高山駅から車で約20分

8時00分～21時30分

駐車場有

松倉屋内ゲートボール場

506-0031
高山市西之一色町3-1055

ゲートボール,,,,,,,,,

（車）高山駅から１５分

8時00分～21時30分

駐車場有10台

八幡屋内ゲートボール場

506-0852
高山市八幡町100-3

ゲートボール,,,,,,,,,

（車）高山駅から１５分

8時00分～21時30分

駐車場有

丹生川中央屋内体育ふれあい施設

506-2121
高山市丹生川町坊方2252番地

ゲートボール,,,,,,,,,

濃飛バス新穂高線「町方」下車、徒歩５分。高山市内か
ら車で1５分。

9時00分～22時00分

駐車場有

本郷屋内運動場

506-1317
高山市上宝町本郷577-2

ソフトテニス,テニス,ゲートボール,軽スポーツ系
その他,,,,,,

（車）高山市内から約１時間

8時30分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,サッカー,ター
濃飛バス新穂高線「町方」下車、徒歩３０分。高山市内
ゲットゴルフ,グランド･ゴルフ,ゲートボール,ペタ
から車で２０分。
ンク,ソフトテニス,
軟式野球,ソフトボール,グラウンド･ゴルフ,ドッジ
ボール,グランド･ゴルフ,レクリエーション,軽ス
濃飛バス清見荘川線牧戸行き一色口下車徒歩１０分。
ポーツ系その他,,,

11月中旬～3/31、毎月第2月曜日（国民の
8時00分～21時30分
祝日と重なる時は翌日）

無し
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月曜日が祝祭日と重なった場合は終日開館し、翌
日が休館となります。

駐車場有150台収容可

駐車場有

月曜日が祝祭日と重なった場合は終日開館し、翌
日が休館となります｡積雪期間は屋外施設の利用
不可。
昼間の利用8:00～18:00、夜間は19:00～21:30で
す。
11月～4月は夜間利用不可(11月は大会練習のみ
可)

駐車場有150台収容可

駐車場有120台

駐車場有

駐車場有

冬期閉鎖有り（使用不可能

駐車場有

積雪量により利用期間の変更があります。
料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に 駐車場有普通車約50台
お問い合わせください。
料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

奥飛騨栃尾屋内運動場

506-1423
高山市奥飛騨温泉郷栃尾458-2

ソフトテニス,テニス,ゲートボール,軽スポーツ系
その他,,,,,,

（車）高山市から約１時間

あららぎ湖オートキャンプ場

509-3214
高山市久々野町無数河3625-8

キャンプ,釣り,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、車で約15分。

10月～6月は閉鎖

0時00分～24時00分

胡桃島キャンプ場

509-3313
高山市朝日町胡桃島

キャンプ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅から濃飛バス濁河温泉ス
キー場下車。徒歩５０分。

シーズン中は無し

13時00分～11時00分

カクレハ高原キャンプ場

509-3301
高山市朝日町青屋

キャンプ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、濃飛バス上ヶ見下車。車
１２月１日～３月３１日
で２０分。

13時00分～11時00分

アイミックス自然村南乗鞍オートキャンプ場

509-3401
高山市高根町阿多野郷字南ダナ山

キャンプ,釣り,ジョギング,サイクリング,登山,,,,,

高山市よりR361を南下約37km。

無し

0時00分～24時00分

積雪50cm以下なら営業
マウンテンバイク、スノーモービル、テント。バーベ
キューセットなどがレンタルできます。

日和田高原ロッジ・キャンプ場

509-3403
高山市高根町日和田1742-1

キャンプ,釣り,,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川インターから約2時間

無し

15時00分～11時00分

オートテントについては13：00より 6ヵ月前から予約
駐車場有
受付します。

飛騨ほおのき平スキー場

506-2252
高山市丹生川町久手447

スキー,スノーボード,,,,,,,,

（車）R158を高山市から40分松本方面へ

無し

8時00分～17時00分

モンデウス飛騨位山スノーパーク

509-3505
高山市一之宮町7846-1

スキー,スノーボード,,,,,,,,

（車）名古屋からR41で3時間 高山から車で約10分

シーズン中は無し

8時00分～16時30分

毎週火曜日は「桜デー」1,000円でリフト乗り放題。
センターハウス館内に、レストラン、ショップ、
更衣室、ロッカー、無料休憩所等有り。

駐車場有1箇所1700台 全日無料

みのわゴルフクラブ

509-4105
高山市国府町蓑輪159

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨国府」駅より車で約１０分。

11月～4月末

9時00分～17時00分

積雪量により利用期間の変更あります。

駐車場有普通車約１０台。

飛騨高山カントリークラブ

506-0825
高山市石浦町１１０８番地

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）国道４１号線石浦南交差点を西方向に進み踏切を 12月中旬～翌年3月中旬迄積雪の為ク
渡ると案内板あり。高山駅から５ｋｍ、車で１０分。
ローズ

8時00分～18時00分

但しシーズンにより変更あります。

駐車場有150台・無料

鈴蘭シャンツェ

509-3314
高山市朝日町西洞

スキー,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、自家用車にて45分。

8時30分～16時00分

駐車場有

富士カントリー明智ゴルフ倶楽部荘川

501-5417
高山市荘川町野々俣９５７－１

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）東海北陸自動車道荘川インターから約１０ｋｍ。

8時00分～18時00分

駐車場有

平湯温泉スキー場

506-1433
高山市奥飛騨温泉郷平湯768-1

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC?R158?高山方面へ
JR高山駅から平湯温泉行きバスで60分

清見Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

506-0102
高山市清見町三日町254-1

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,,,

（車）高山から郡上八幡方面に約２０分。道路沿いに有。 第1月曜日

国府Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館

509-4119
高山市国府町広瀬町2567-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,剣道,レクリエーション,ソフトバレーボール,ドッ ＪＲ高山本線「飛騨国府」駅下車、徒歩３分。
ジボール,軽スポーツ系その他,

美女高原キャンプ場

509-3306
高山市朝日町見座１３６２－２

釣り,テニス,キャンプ,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車、濃飛バス甲山仙下車。
徒歩３０分。

奥飛騨温泉郷オートキャンプ場

506-1427
高山市奥飛騨温泉郷田頃家東垣内１１－１

キャンプ,ラフティング,釣り,サイクリング,アスレ
チック,,,,,

（車）松本インター－Ｒ１５８－Ｒ４７１現地 中津川ＩＣ－Ｒ
11月中旬?3/31
２５７－Ｒ４１－Ｒ１５８－Ｒ４７１現地

13時00分～11時00分

営業期間：4月中旬～11月初旬
フリーオートサイト：87 区画サイト：71 電源サイト： 駐車場有
71

清見すのまたオートキャンプ場

506-0107
高山市清見町巣野俣

キャンプ,,,,,,,,,

（車）高山から郡上八幡方面に約４０分。道路沿いに有。 11月中旬～3月末

13時00分～11時00分

営業期間：4/1～11/15

小鳥体育館・グラウンド

506-0241
高山市清見夏厩442

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,レクリエーション,軟式野球,ソフトボール,サッ
カー,ゲートボール,

（車）高山から荘川方面に約30分。道路沿いに有。

8時30分～22時00分

駐車場有無料

宇津江四十八滝キャンプ場

509-4121
高山市国府町宇津江桜ヶ洞３２２７－７０外

テニス,キャンプ,パターゴルフ,ウォーキング,レク ＪＲ高山本線「飛騨国府」駅から車で１５分。国道４１号線
12/1～3/31
リエーション,,,,,
を高山から富山へ向かい約２５分。

8時30分～17時00分

駐車場有大型バス、乗用車など１３０台
収容可能。

清見テニスコート

506-0102
高山市清見町三日町254-8

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

（車）高山から郡上八幡方面に約２０分。道路沿いに有。 第1月曜日

9時00分～21時30分

利用時間帯によって料金が異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。営業期間は4月～11月です｡

清見グラウンド

506-0102
高山市清見町三日町254-1

軟式野球,ソフトボール,サッカー,フットサル,ジョ
ギング,ドッジボール,軽スポーツ系その他,,,

（車）高山から郡上八幡方面へ約20分。道路沿いに有。 第1月曜日

8時30分～22時00分

利用時間帯によって料金が異なりますので事前に
駐車場有
お問い合わせください。営業期間は4月～11月です｡

清見高齢者運動広場

506-0102
高山市清見町三日町138

ゲートボール,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

（車）高山から郡上八幡方面に約２０分、道路沿いに有。 月曜日

8時30分～22時00分

駐車場有

朝日屋内ゲートボール場

509-3325
高山市朝日町万石381-1

ゲートボール,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅から濃飛バス万石溝脇前下
車。徒歩１分。

8時30分～21時30分

一之宮屋内運動場・テニスコート

509-3500
高山市一之宮町3042

ソフトテニス,テニス,ゲートボール,軽スポーツ系
その他,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨一之宮」駅より徒歩１５分 車で高山
より１５分

8時30分～22時00分

清見Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

506-0102
高山市清見町三日町254-1

水泳,,,,,,,,,

（車）高山から郡上八幡方面に約２０分。道路沿いに有。 第1月曜日

10時00分～17時00分

8時30分～21時30分
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年中無休

シーズン中は無し

8時00分～16時00分

月曜日

駐車場有普通車50台収容可

営業期間：6/1～9/30

駐車場有

駐車場有

駐車場有全施設に車１台駐車可能

駐車場有1箇所1,500台 全日無料

平日営業時間 8：00～16：00
今シーズン新築のレストハウスは休憩室等の設備
駐車場有３００台平日無料年末年始土・
が充実。
日有料、普通車５００大型１０００
リフト券（1回券以外)を購入すると「ひらゆの森」の
入場、入浴料が無料。

8時30分～22時00分

12/29～1/3、毎月第2月曜日（国民の祝日
8時30分～21時30分
と重なる時は翌日）
１２月１日?３月３１日

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

駐車場有
料金は利用時間帯にとって異なりますので、事前に
駐車場有普通車約60台
お問い合わせください。

時分～時分

駐車場有

料金等については下記問い合わせ先まで

駐車場有10台 無料

駐車場有

駐車場有30台

夏季のみ営業（7月～8月）

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

高山西スポーツ・地域交流会館

506-0054
高山市岡本町3-5-1

柔道,空手道,少林寺拳法,ゲートボール,,,,,,

JR高山駅から車で約10分

高山市民プール

506-0045
高山市赤保木町1636-1

水泳,,,,,,,,,

JR高山駅から車で約20分

荘川高原カントリー倶楽部

501-5423
高山市荘川町岩瀬620-2

ゴルフ,,,,,,,,,

東海北陸自動車道荘川インターから約6km

飛騨高山ビッグアリーナ

506-0051
高山市中山町600

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,柔
道,剣道,空手道,銃剣道,少林寺拳法,弓道,アー
チェリー

JR高山駅から車で約10分

年末年始休館日：12/29～1/3

ひだ舟山スノーリゾートアルコピア

509-3214
高山市久々野町無数河4141

スキー,スノーボード,,,,,,,,

ＪＲ高山線「久々野」駅下車、バスで15分。

3月下旬～12月上旬はオフシーズンです｡ 8時00分～16時50分

ゲレンデ前のレストハウスに更衣室、ロッカー、休憩
所(有料)有り。
駐車場有1200台収容可 全日無料
毎週水曜日は1,000円でリフト乗り放題(年末年始・
祝日は除く)。

なし

8時30分～時分

日没まで営業
平日2,000円、土日祝日2,500円（8:00～）
クラブ、シューズ等レンタル有り

8時00分～16時00分

平日営業時間 8：30～16：00
山頂に100席の休憩所(自販機有り)有り
リフト1日券＋食事券(1,000円)のお得な前売り券有
り。各コンビニ、JR東海ツアーヅで購入可能 4,500 駐車場有2箇所1,800台 全日無料
円。
中高生割引1日券 2,000円 シニア(50歳以
上)2,000円

にゅうかわカントリークラブ

高山市丹生川町大萱80-1

8時00分～21時30分

シーズン中は無し

ゴルフ,,,,,,,,,

高山よりR41を下呂方面に途中「久々野」から県道87
号、R361を通行。
注)カーナビご利用の方へ カーナビでは冬期通行規制
がかかっているルートを表示する場合がありますのでご
注意ください。
スキーシーズン中は無休
名古屋方面からR19-(元橋交差点で曲がらないで!)木曽
福島-R361-チャオ
R41-(小坂町で曲がらないで!)-久々野町-R361-チャオ
高山方面からR41-(美女峠は冬期通行止め)久々野町R361-チャオ

10時00分～17時00分

駐車場有10台
開設期間：7/15～8/31
天候等により開設期間内であっても閉鎖する場合
有り。

駐車場有駐車可能台数130台

時分～時分

駐車場有

9時00分～22時00分

駐車場有約210台

駐車場有40台

チャオ御岳スノーリゾート

509-3403
高山市高根町日和田1739-1

スキー,スノーボード,,,,,,,,

国府スポーツ公園

509-4113
高山市国府町木曽垣内150

陸上競技,サッカー,フットサル,グラウンド･ゴルフ,
レクリエーション,ジョギング,ドッジボール,軽ス
JR高山本線「飛騨国府駅」下車、徒歩10分
ポーツ系その他,,

12月中旬～3/31、毎月第2月曜日（国民の
8時00分～19時00分
祝日と重なるときは翌日）

夜間照明はありません。

飛騨高山スキー場

506-0815
高山市岩井町914

スキー,スノーボード,,,,,,,,

名古屋から車で約3時間。

シーズン中は無し

8時30分～17時00分

ゲレンデ内にセンターハウス、もみの木ロッジの2棟
の建物有り。
駐車場有800台 全日無料
もみの木ロッジの無料休憩室は,週末早朝4：00から
開放され、仮眠にも利用できる。要連絡。

飛騨高山キャンプ場

506-0815
高山市岩井町914

キャンプ,テニス,レクリエーション,,,,,,,

高山市内よりR158→R361経由、県道岩井高山停車場
線17km

シーズン中は無休

13時00分～10時00分

キャンプシーズン毎日営業（7/1～9/30）
予約開始は5月～

駐車場有

無印良品南乗鞍キャンプ場

509-3416
高山市高根町子ノ原高原

キャンプ,釣り,ウォーキング,カヤック,マウンテン
バイク,その他,,,,

中部縦貫道・高山ＩＣから国道361号経由で約45ｋｍ

シーズン中は無し

13時00分～12時00分

営業期間：4月下旬～10月中旬
センターハウスの営業時間は8時～19時。
営業期間は雪の状況により多少前後します。

駐車場有40台無料、各サイトには1台駐
車可能

飛騨たかね野麦オートビレッジ

509-3402
高山市高根町野麦

山岳,キャンプ,釣り,サイクリング,ハイキング,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見ICよりR41高山経由で約2
時間。
中央自動車道中津川ICよりR19木曽福島経由で約2時
間。

期間中は無し

0時00分～0時00分

センターハウスは8：00～19：00 レンタルコーナー
有り。
11/1?3/31までは休館。

駐車場有107台 無料

荘川高原スキー場

501-5423
高山市荘川町岩瀬

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道荘川ICより約6km約10分(R158→荘
川町牧戸→R156)

下記営業日以外の日

8時00分～16時30分

営業日：金～日曜日・祝日(特別営業日：12月26日
～1月5日・2月8日～11日)
クロスカントリーコースは1周5km、SAJ公認の本格
的なコース。

駐車場有1箇所300台 無料

日和田ハイランド陸上競技場

509-3403
高山市高根町日和田2-1

陸上競技,ジョギング,,,,,,,,

JR高山本線「久々野駅」下車、濃飛バス御岳線オケジッ
タ停下車
シーズン中は無し
JR中央本線「木曽福島」駅下車、おんたけ交通チャオ御
岳線スポーツインオラ停下車

8時00分～17時00分

11月～4月は冬期閉鎖のため使用不可

駐車場有20台 無料

本郷多目的グラウンド

506-1317
高山市上宝町本郷3612

陸上競技,硬式野球,軟式野球,ソフトボール,サッ
カー,ドッジボール,ジョギング,ウォーキング,軽ス (車）高山市内から車で約1時間
ポーツ系その他,

無し

9時00分～21時30分

グラウンド使用料は時間帯によって異なります。
夜間照明料は別途徴収となります。

駐車場有50台 無料

国府B＆G海洋センタープール

509-4115
高山市国府町三日町458

プール,,,,,,,,,

シーズン中は無し

10時00分～17時00分

営業期間：6月下旬～9月上旬
夏休み期間のみ21:00まで営業しています。

駐車場有普通車約60台

丹生川運動公園テニスコート

506-2133
高山市丹生川町大萱84-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

8時30分～17時00分

詳細については問い合わせ先へお尋ねください。

駐車場有

一之宮ふれあい広場

509-3505
高山市一之宮町224番地4

レクリエーション,ドッジボール,ジョギング,軽ス
ポーツ系その他,,,,,,

時分～時分

入園料は無料です。

駐車場有

秋神屋内ゲートボール場

509-3312
高山市朝日町桑之島71

ゲートボール,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「久々野」駅下車

8時30分～21時30分

料金等については下記問い合わせ先まで

駐車場有

国府屋内運動場

509-4113
高山市国府町木曽垣内650

レクリエーション,ゲートボール,軽スポーツ系そ
の他,,,,,,,

JR高山本線「国府駅」下車

12/28～1/4

8時00分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

国府芝生広場

509-4113
高山市国府町木曽垣内650

レクリエーション,グラウンド･ゴルフ,ジョギング,
ウォーキング,軽スポーツ系その他,,,,,

JR高山本線「国府駅」下車

12中旬～3/31

8時00分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

国府屋外ゲートボール場

509-4113
高山市国府町木曽垣内650

ゲートボール,,,,,,,,,

JR高山本線「国府駅」下車

12中旬～3/31

8時00分～21時30分

料金は利用時間帯によって異なりますので、事前に
駐車場有
お問い合わせください。

JR高山本線「国府駅」下車
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駐車場有普通車約80台

岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

奥飛騨トレーニングセンタープール

506-1431
高山市奥飛騨温泉郷村上1689-3

プール,トレーニング,,,,,,,,

（車）高山市内から車で1時間

8時30分～17時30分

団体での使用の場合は事前にご相談ください。

駐車場有

奥飛騨栃尾生涯学習館（体育館）

506-1424
高山市奥飛騨温泉郷柏当500-2

バレーボール,バドミントン,卓球,ソフトバレーボー
(車）高山市内から車で1時間
ル,ドッジボール,軽スポーツ系その他,,,,

8時30分～21時30分

詳細についてはお問い合わせください。

駐車場有

おっぱら自然体験センター

509-2702
高山市清見町大原600

8時00分～22時00分

宿泊可能。

駐車場有無料

時分～時分

施設・設備等の整備等で臨時休業有り。

駐車場有

冬期間（１２月～３月）閉鎖します。

駐車場有120台収容

独立行政法人国立青少年教育振興機構国立乗鞍 506-0815
青少年交流の家
高山市岩井町913-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,ソフトボール,剣道,レクリエーション,ゲート
（車）高山から郡上八幡方面に約45分、道沿いに有。
ボール,軽スポーツ系その他,
陸上競技,ジョギング,マウンテンバイク,トレーニ
ング,ウォークラリー,バレーボール,バドミントン,バ ＪＲ高山駅から濃飛バス（1日1往復）で約１時間
スケットボール,レクリエーション,スキー

年末年始(12/28～1/4)

サンスポーツランドふるかわ

509-4272
飛騨市古川町信包733-1

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨細江」から徒歩１５分。ＪＲ古川駅から
月曜日、年末年始
車で１5分

6時00分～22時00分

飛騨市古川トレーニングセンター

509-4214
飛騨市古川町沼町２３３－１

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,柔道,剣道,トレーニング,,

ＪＲ高山本線「飛騨古川」駅下車、車で5分

毎週月曜日、年末年始

8時00分～22時00分

森林公園テニスコート

509-4272
飛騨市古川町信包７３３－１

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨細江」駅から徒歩１５分。ＪＲ古川駅
から車で１5分

毎週月曜日

6時00分～22時00分

飛騨市森林公園キャンプ場

509-4272
飛騨市古川町信包733-1

サッカー,軟式野球,テニス,,軽スポーツ系その
他,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車３５分

営業期間中の月曜日（祝日の場合は翌日
6時00分～22時00分
休み）、5月のGW・夏休み期間中は無休

稲越運動広場

509-4312
飛騨市河合町稲越2922番地

軟式野球,ソフトボール,テニス,ゲートボール,,,,,,

ＪＲ高山本線「角川」駅下車、村営バス稲越線乗継脇谷
冬期間
下車

宮川スポーツ公園

509-4422
飛騨市宮川町西忍

サッカー,レクリエーション,テニス,ペタンク,軟式野
ＪＲ高山本線「坂上」駅下車、１，５００ｍ
球,,,,,

飛騨市古川町森林公園キャンプ場

509-4272
飛騨市古川町信包７３３－１

キャンプ,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「ひだ細江」駅から徒歩１５分。｢ひだ古川｣ 毎週月曜日（GW・7月20日～8月末日を除
6時00分～22時00分
駅から車で１5分。高山市からは車で３０分。
く)

(宿泊17:00～12:00、デイキャンプ8:00～19:00)

駐車場有

なかんじょ川釣り公園（キャンプ場）

509-4316
飛騨市河合町元田１０９２－２

キャンプ,釣り,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道９０号）、国道４１号、国道３６０号経由 車５０分

営業期間中 無休

15時00分～10時00分

バンガロー利用可能時間

駐車場有40台・無料

飛騨古川サイクリングロード

509-4272
飛騨市古川町信包７３３－１

サイクリング,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨細江」駅から徒歩１５分。ＪＲ古川駅
から車で１０分

月曜日

8時00分～17時00分

冬期間（１２月～４月）積雪のため使用不能です。

駐車場有

飛騨かわいスキー場

509-4312
飛騨市郡河合町稲越

スキー,スノーボード,スノーモービル,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
スキーシーズン内の火曜日（但し年末年始
（県道90号）、国道41号経由、県道神岡河合線（県道75
8時30分～16時00分
は除く）、3月は平日(土日営業)
号）車１時間

スキーシーズン：12月下旬～3月上旬

駐車場有３００台 ・無料

飛騨数河リゾート＆飛騨数河カントリークラブ

509-4201
飛騨市古川町数河80-1

,ゴルフ,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由 車50分

サン・ビレッジ神岡

506-1131
飛騨市神岡町麻生野280-1

バレーボール,卓球,テニス,フットサル,軽スポーツ
JR高山線「飛騨古川｣駅下車、路線バス30分。
系その他,トレーニング,,,,

元田体育館

509-4316
飛騨市河合町元田11-4

バレーボール,バドミントン,卓球,剣道,,,,,,

ＪＲ高山本線「角川」駅下車、村営バス月ヶ瀬線乗継荒
町下車。

角川土間付体育館

509-4301
飛騨市河合町角川351-1

ゲートボール,テニス,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「角川」駅下車、村営バス月ヶ瀬線乗継診
療所前下車。

河合プール

509-4301
飛騨市河合町角川91番地

水泳,,,,,,,,,

飛騨市杉崎公園グラウンド

509-4215
飛騨市古川町杉崎3641-1

飛騨古川ふれあい広場（サッカーグラウンド）

6時00分～22時00分

冬期間

駐車場有
冬期間（１２月～３月）積雪のため、使用不可能で
す。
使用料：1時間410円 照明料：1時間410円

駐車場有

営業期間４月～１１月末
(宿泊17:00～12:00、デイキャンプ8:00～19:00)

駐車場有120台 ・無料

6月頃～10月中旬頃まで可能
夜間照明設備有り

駐車場有

6時00分～22時00分

駐車場有

シーズン中無休 （12月中旬～3月下旬
の降雪期間はクローズ）

時分～時分

お問い合わせください。

駐車場有普通車200台、大型車・観光バ
ス30台 無料

毎週月曜日、年末年始

8時00分～22時30分

使用料1日1,400円

駐車場有

6時00分～22時00分

駐車場有

12/1～4/20

8時00分～22時00分

駐車場有

ＪＲ高山線「角川」駅下車 村営バス月ヶ瀬線乗継農協
前下車

毎週土・日曜日、8/13～15

13時00分～15時00分

小・中学校夏休み期間 開館

駐車場有

サッカー,,,,,,,,,

ＪＲ杉崎駅より車で5分

毎週月曜日及び年末年始

6時00分～22時00分

冬期（12月～4月）は使用不可です。

駐車場有20台 無料

509-4275
飛騨市古川町黒内1400-1

サッカー,,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車40分

例年5月中旬～11月下旬 （降雪期は休業
また、芝管理のためシーズン中もグラウン
時分～時分
ド使用できない日があります。）冬季期間
は使用不可能

お問い合わせください。

駐車場有500台 ・ 無料

飛騨市友雪館

509-4312
飛騨市河合町稲越2876-1

バレーボール,バスケットボール,,,,,,,,

ＪＲ角川駅下車、村営バス（稲越方面）20分 脇谷バス停
毎週木曜日及び年末年始（12/29～1/3）
下車 徒歩10分

9時00分～22時00分

※冷暖房使用の場合は使用料の30%を加算

駐車場有普通車30台、無料

ひだ流葉自然休養村(キャンプ場）

506-1155
飛騨市神岡町西602-8

サッカー,ラグビー,キャンプ,ウォーキング,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車45分

年中無休

8時30分～18時00分

受付可能時間 9:00～17:00
チェックイン 15:00～18:00/チェックアウト 翌8:30
～10:00

駐車場有50台 無料

スターシュプール緑風リゾートひだ流葉

506-1154
飛騨市神岡町伏方150

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車１時間

シーズン中は休み無し

8時00分～16時45分

スキーシーズン期間 例年１２月中旬～３月下旬

駐車場有1,250台 ・ 無料

山之村キャンプ場

506-1104
飛騨市神岡町森茂1940

キャンプ,軽登山,レクリエーション,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車２時間
北陸自動車道富山IC下車、国道４１号、大規模林道高
山大山線経由、車２時間

営業期間中無休 （営業期間：例年４月
下旬～１１月上旬）

8時00分～17時00分

受付時間・管理人常駐時間 ９：００～１６：３０
チェックイン （コテージ、バンガロー） １４：００～ 駐車場有40台 無料
チェックアウト（コテージ、バンガロー） ～１０：００
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コテージ年中利用可

岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

宮川アリーナ

509-4422
飛騨市宮川町西忍

ゲートボール,ペタンク,軽スポーツ系その他,バ
レーボール,テニス,,,,,

JR高山本線「坂上駅」下車

無し 冬季期間

8時00分～22時00分

ふるさと山荘 ナチュールみやがわ

509-4422
飛騨市宮川町西忍135

キャンプ,ハイキング,釣り,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号、国道360号経由車５５分

営業期間

時分～時分

電話受付時間 ９時～１８時
チェックイン １５：００～/チェックアウト ～翌１０：０ 駐車場有50台 ・無料
０

ひだ流葉オートキャンプ場

506-1155
飛騨市神岡町西602-8（ひだ流葉自然休養村キャ ウォーキング,サッカー,ラグビー,,,,,,,
ンプ場内）

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車45
分

営業期間中は 無休
下旬 ～ １１月下旬）

8時30分～18時00分

チェックイン
１４：００ ～ １８：００
チェックアウト
翌 ８：３０ ～ １１：００
日帰りキャンプ可能 ０：００ ～ １６：００（但し
GW、お盆期間除く）

駐車場有50台 ・無料

古川町数河地区のラグビー、サッカーグラウンド

509-4201
飛騨市古川町数河（すごう）

ラグビー,サッカー,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車３５分

例年5月中旬～11月下旬 （降雪期は休業
また、芝管理のためシーズン中もグラウン 時分～時分
ド使用できない日があります。）

お問い合わせください。

駐車場有50台 ・ 無料

流葉交流広場（サッカーグラウンド）

506-1154
飛騨市神岡町伏方（ふせがた）

サッカー,ラグビー,,,,,,,,

東海北陸自動車道飛騨清見IC下車、飛騨卯の花街道
（県道90号）、国道41号経由車40分

例年４月中旬 ～ １２月下旬 （降雪期間
時分～時分
は休業）

お問い合わせください。

駐車場有100台 ・無料）

桜ヶ丘体育館

506-0026
飛騨市神岡町桜ヶ丘1-2

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,ソフ
JR古川駅より車で約40分
トテニス,卓球,柔道,剣道,トレーニング,,

毎週月曜日、年末年始

8時00分～22時00分

駐車場有25台

釜崎社会体育館

506-1145
飛騨市神岡町釜崎836

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,,,,,,, JR古川駅より車で約35分

毎週月曜日、年末年始

8時00分～22時00分

駐車場有15台

金山リバーサイドスポーツセンター

509-1622
下呂市金山町金山911番地1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
ＪＲ高山本線「飛騨金山」駅下車、バスでぬくもりの里下
球,剣道,テニス,柔道,水泳,カローリング,トレーニ
水曜日、年末年始：12/25～1/3
車約５分。（車）Ｒ41からＲ256八幡方面へ約２分
ング

9時00分～21時30分

駐車場有150台

下呂テニスコート

509-2202
下呂市森547-1

ソフトテニス,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「下呂」駅」下車、車で10分

12月29日～1月3日

5時00分～21時30分

駐車場有20台 無料

下呂和佐グラウンド

509-2133
下呂市和佐2394

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,,,,,,

ＪＲ高山本線「下呂」駅下車、車で25分、焼石駅から徒歩
12月29日～1月3日
で10分

5時00分～21時30分

駐車場有20台

つつじが丘公園野球場

509-2205
下呂市少ヶ野1827-111

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,,,,,,

ＪＲ高山本線「下呂」駅下車、徒歩10分

8時30分～21時30分

駐車場有80台 無料

馬瀬憩いの広場

509-2614
下呂市馬瀬惣島1700

陸上競技,バレーボール,ソフトテニス,軟式野球,
ＪＲ高山本線「飛騨萩原」駅下車、バス美輝の里行で約２
硬式野球,ソフトボール,グランド･ゴルフ,ターゲッ
５分
トゴルフ,ペタンク,

6時00分～22時00分

駐車場有40台 無料

馬瀬武道館

509-2604
下呂市馬瀬村中切1843

バドミントン,剣道,ソフトバレーボール,軽スポーツ
ＪＲ高山本線「飛騨萩原」駅下車、バス川上行で約２５分
系その他,,,,,,

8時30分～21時30分

駐車場有20台 無料

飛騨金山の森キャンプ場

509-1601
下呂市金山町弓掛515

キャンプ,釣り,パターゴルフ,,,,,,,

（車）国道41号飛騨金山から国道256号を郡上八幡へ上
る途中県道68号を岩屋ダム沿いに北上41号から40分

8時00分～時分

営業期間：通年 ※要問合せ

駐車場有普通車、大型バス可 無料

ウッディランド飛騨小坂ふれあいの森

509-3113
下呂市小坂町湯屋273-1

キャンプ,釣り,オリエンテーリング,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅下車、バス２０分、タクシー１
冬季休業（11月中旬～3月末)
５分

8時00分～17時00分

調理棟、陶芸・竹細工教室があります。
期間：4月1日～11月中旬

駐車場有大型バス6台、小型車60台

きこちゃんスタジアム

509-3115
下呂市小坂町長瀬1064

ソフトテニス,テニス,ゲートボール,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅からバス大洞行き松原下車 12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

駐車場有60台 無料

小坂体育館

509-3115
下呂市小坂町長瀬382

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,レクリエーション,軽スポーツ系その他,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅からバス大洞行き小坂中学
12月29日～1月3日
校前下車

8時00分～21時30分

駐車場有30台 無料

中川原キャンプ場

509-3111
下呂市小坂町落合1965

キャンプ,釣り,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅からバス大洞行き落合公民
冬期間閉鎖
館前下車

時分～時分

小坂ふれあいグラウンド

509-3115
下呂市小坂町長瀬1064

軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系その他,,,,,,, ＪＲ高山本線「飛騨小坂」駅からバス大洞行き松原下車 12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

駐車場有60台 無料

南部体育館

509-2503
下呂市萩原町西上田635-1

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,軽スポーツ系その他,,,,,

8時00分～21時30分

駐車場有20台 無料

下呂体育館

509-2202
下呂市森539

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,ソフトバレーボール,,,,

8時00分～21時30分

駐車場有20台 無料

老谷ささやき自然公園

509-2601
下呂市馬瀬村川上

バドミントン,ソフトバレーボール,インディアカ,ドッ
ＪＲ高山本線「飛騨萩原」駅下車、バス川上行で約５０分
ジボール,ペタンク,キャンプ,釣り,,,

神原ふれあいの広場

509-2603
下呂市馬瀬村数河1262-2

ゲートボール,ペタンク,,,,,,,,

あさぎりスポーツ公園

509-2506
下呂市萩原町羽根1696-1

飛騨川公園

カオレオートキャンプ場

ＪＲ高山本線「下呂」駅下車、徒歩10分。

飛騨萩原駅からバス川上行で約３０分

４月下旬 ～ １１月下旬

（営業期間 4月

12月29日～1月3日

12月29日～1月3日

時分～時分

駐車場有20台 無料

４月下旬から１０月下旬まで開催。

駐車場有

開設期間：5月2日～6日、7月15日～8月31日、9月
駐車場有
の土日祝日

12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,テニス,陸上競
JR高山線「飛騨萩原」駅から徒歩30分。下呂総合庁舎
技,弓道,グランド･ゴルフ,ゲートボール,軽スポー
から北へ200m。
ツ系その他,

12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

グラウンド利用時間 8：00～22：00

駐車場有200台 無料

509-2518
下呂市萩原町上呂2250-1

サッカー,テニス,ゲートボール,グラウンド・ゴル
フ,,,,,,

名古屋から127km、高山から40km、JR高山線「飛騨萩
原」駅から1.5km

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分

年末年始は備品の貸し出しはしないが、入園は自
由です。

駐車場有普通車70台 無料

509-2601
下呂市馬瀬村川上555

キャンプ,釣り,,,,,,,,

中央自動車道。中津川ICより焼1時間30分、東海北陸自
動車道・郡上八幡ICより約40分。

時分～時分

開設期間：4月29日からのＧＷ期間、1月15日～8月
駐車場有
31日までの毎日、9月の土日祝日
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岐阜県内にあるスポーツ施設【飛騨地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

上ヶ平サンビレッジ

509-2202
下呂市森539

プール,フィットネス,,,,,,,,

ＪＲ高山線 下呂駅より徒歩約１５分 車５分
下呂温泉合掌村より0.5km。徒歩約6分、車約1分

毎週水曜日(祝日と重なった場合は木曜
日)

9時30分～21時30分

湯之島グラウンド

509-2207
下呂市湯之島97-1

サッカー,ソフトボール,軽スポーツ系その他,,,,,,,

JR高山本線「下呂駅」下車 徒歩15分

12月29日～1月3日

5時00分～21時30分

駐車場有20台 無料

上原グラウンド

509-2424
下呂市門和佐3943-1

ソフトボール,軟式野球,テニス,グラウンド・ゴル
フ,,,,,,

JR高山本線「下呂駅」下車、車で15分

12月29日～1月3日

5時00分～21時30分

駐車場有20台 無料

山之口体育館

509-2501
下呂市萩原町山之口1034

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,,,,,,,

12月29日～1月3日

8時00分～21時30分

駐車場有15台 無料

軟式野球,ソフトボール,サッカー,,,,,,,

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

駐車場有40台 無料

テニス,,,,,,,,,

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

駐車場有20台 無料

毎週水曜日（祝日の場合は翌日以降の最
9時00分～22時00分
初の平日）、12/29～1/3

金山グラウンド

金山テニスコート

下呂市金山町金山2195

下呂市金山町金山2151

プール：大人510円 小人300円
フィットネスルーム：大人820円

駐車場
駐車場有200台 無料

下呂交流会館

509-2202
下呂市森2270番地3

バスケットボール,バレーボール,フットサル,ハン
JR下呂駅から濃飛バスで約7分 「下呂交流会館」で下
ドボール,テニス,バドミントン,卓球,グラウンドゴル
車
フ,軽スポーツ系その他,競技系その他

御嶽パノラマグラウンド

509-3111
下呂市小坂町落合2376番地1

陸上競技,,,,,,,,,

下呂温泉街より約60㎞、高山市より約65㎞、名古屋より 12月29日～翌年1月3日まで（冬季積雪に
6時00分～18時00分
約182㎞
よる施設閉鎖有:11月中旬～翌年4月末)

駐車場有15台・無料

中島スポーツ公園

501-5503
大野郡白川村長瀬755-1

テニス,ソフトテニス,軟式野球,レクリエーション,
ゲートボール,キャンプ,,,,

ＪＲバス、名古屋駅～白川村平瀬 加越能バス、ＪＲ高岡
毎週水曜日（祝日と重なる場合は翌日）
駅白川村荻原町

8時00分～17時00分

駐車場有30台

村民総合グラウンド

501-5503
大野郡白川村長瀬７５５－１

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

ＪＲバス、名古屋駅?白川村平瀬 加越能バス、ＪＲ高岡
１２月１日～３月３１日
駅?白川村萩町

8時30分～22時00分

積雪状況によって、使用できない期日が早まること
駐車場有普通自動車約３０台駐車可
があります。

大白川野営場

501-5600
大野郡白川村平湖ワリ谷

山岳,,,,,,,,,

平瀬?白水湖直通バス（7月20日?8月中旬、要予約）

時分～時分

開設期間：7月中旬～8月中旬 収容人数200人 要
駐車場有普通自動車約40台
予約：白山タクシー合資会社TEL.0120-00-5893

平瀬温泉白弓スキー場

501-5502
大野郡白川村長瀬755-1

スキー,スノーボード,,,,,,,,

東海北陸自動車道荘川ICよりR156経由40ｋｍ北上 約1
時間
シーズン中は無し
東海北陸自動車道白川郷ICよりR156経由15km南下 約
30分

8時30分～16時30分

センターハウス内に売店、ロッカールーム、男女別
更衣室、シャワールーム有り。

6 ページ

駐車場有200台・無料

駐車場有2箇所300台 無料

