岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

上石津総合体育館

503-1602
大垣市上石津町牧田1995番地

ハンドボール,バスケットボール,バレーボール,バ ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス多良・時行バス上
火曜日、年末年始：12/29～1/3
ドミントン,卓球,ソフトテニス,テニス,,,
野下車徒歩5分、関ヶ原ＩＣから車で10分。

9時00分～21時30分

さくら会館体育ホール

503-0103
大垣市墨俣町大字上宿510－1

バレーボール,卓球,テニス,インディアカ,健康体 岐阜バス墨俣停留所下車徒歩5分。
月曜日および祝祭日の翌日、年末年始
操,綱引き,体力テスト,救急法,少年スポーツ指導 JR大垣駅南口2番乗場から発射の名阪近鉄バス岐阜聖
（12/29～1/3）
者,
徳学園大学行きに乗車、「墨俣」で下車、徒歩5分。

9時00分～21時30分

休館日は上記のほか臨時に休館することがありま
す。

駐車場有駐車場は200台程のスペース
があります。

大垣市かみいしづ緑の村公園テニスコート

503-1623
大垣市上石津町上多良前ヶ瀬入会1-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス多良、時線みどり 第2・第4火曜日、水曜日、年末年始：
の村公園バス停徒歩５分。
12/29～1/3

9時00分～21時30分

使用料：1コート1時間800円、2時間1500円、3時間
2150円 4時間2750円

駐車場有

墨俣庭球場

503-0103
大垣市墨俣町上宿572－1

テニス,,,,,,,,,

岐阜バス墨俣停留所下車徒歩10分。
JR大垣駅南口2番乗場から名阪近鉄バス岐阜聖徳学園 無し
大学行「墨俣」バス停より徒歩5分。

8時00分～17時30分

1日2時間：310円(町内在住者）、その他の方：930円 駐車場有15台

上石津青少年グラウンド

503-1622
大垣市上石津町上原1360番地

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス多良・時線宮バス
年末年始日：12/29～1/3
停より徒歩5分

9時00分～21時30分

上石津ふれあいグラウンド

503-1602
大垣市上石津町牧田2063番地

軟式野球,ソフトボール,サッカー,ゲートボール,
ジョギング,,,,,

ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス多良・時線上野
下車徒歩5分。関ヶ原ＩＣより車で10分。

毎週火曜日、年末年始（12/29～1/3）

9時00分～21時00分

夜間照明は7月中旬～8月中旬まで使用できない

駐車場有594台（うち障がい者1台）

時山バンガロー

503-1635
大垣市上石津町時山919

キャンプ,水遊び場,釣り,,,,,,,

（車）関ヶ原ＩＣから車で30分

シーズン中は無し

13時00分～12時00分

6月中旬より9月下旬までご利用になれます。
料金：1泊 12人用 10,500円 6人用 5,250円

駐車場有

日本昭和音楽村カナディアンカヌー場

503-1632
大垣市上石津町下山2011

カヌー,,,,,,,,,

天候により中止する場合があります。
（車）名神高速関ヶ原インターから国道365号線を四日市 水曜日（水曜日が祝日の場合その翌日）、
10時00分～16時00分 30分1艇1020円。営業期間3～11月。
方面に約20分。
12/25～1/3、12月～2月は冬季休業
5～8月は17:00までの営業です。

駐車場有無料

養老カントリークラブ

503-1600
大垣市上石津町堂ノ上1526-2

ゴルフ,,,,,,,,,

JR東海道線「関ヶ原駅」より約20分
名神関ヶ原ICより約25分

不定期

8時00分～17時00分

専属プロのレッスン有り（要予約）

駐車場有160台 無料

アイランドゴルフガーデン上石津

503-1624
大垣市上石津町三ツ里1016-4

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）名神高速関ヶ原ICより約15分

年末年始：12/31-1/1

8時00分～18時00分

利用時間はその日の予約状況によって異なります。 駐車場有

野外活動センター

503-2221
大垣市青墓町982

キャンプ,オリエンテーリング,ウォーキング,,,,,,,

ＪＲ大垣駅から近鉄バス赤坂総合センター行終点下車、
利用補足参照
徒歩60分。

時分～時分

4月1日～10月31日は終日利用可能。11月1日～3
月31日は9：00～17：00のみ利用可能。
年末年始休館日12/29～1/3

北部体育館

503-0008
大垣市楽田町8-1-1

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,ペタ
ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス神戸行領家口下
ンク,ユニカール,ソフトバレーボール,軽スポーツ
車、徒歩5分。
系その他,,,

大垣市かみいしづ緑の村公園バンガロー村

503-1623
大垣市上石津町上多良前ヶ瀬入会1-1

キャンプ,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス多良・時線緑の
村公園バス停徒歩10分 関ヶ原ＩＣから車で20分

関ヶ原カントリークラブ

503-1602
大垣市上石津町牧田95-18

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）ＪＲ・関ヶ原駅から7分、名神高速道路・関ヶ原ＩＣか
ら3分、名古屋ＩＣ45分、米原ＩＣ30分

大垣城ホール

503-0887
大垣市郭町2-53

軽スポーツ系その他,バレーボール,バドミントン, ＪＲ東海道本線大垣駅南口から徒歩10分 大垣駅からタ 毎週月曜日（祝日場合は翌日）、年末年始
9時00分～21時00分
卓球,テニス,,,,,
クシー5分
（12/29～1/3）

駐車場有27台（普通車20台、うち障がい
者1台。軽自動車7台。）近くに市営丸の
内駐車場（有料）有り

西公園（トレーニング室）

503-0916
大垣市日の出町2-69-1

トレーニング,,,,,,,,,

近鉄西大垣駅下車、徒歩5分。大垣駅からタクシー10分 年末年始（12/29～1/3）

駐車場有60台 無料

総合体育館（トレーニング室）

503-0006
大垣市加賀野4-62

トレーニング,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス、ソフトピアジャパン
毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3） 9時00分～21時00分
行き総合体育館前下車

大垣市かみいしづ緑の村公園

503-1623
大垣市上石津町上多良前ヶ瀬入会1-1

グランド･ゴルフ,サイクリング,オリエンテーリング, ＪＲ東海道本線「大垣」駅から近鉄バス「多良・時線」緑
軽スポーツ系その他,,,,,,
の村公園バス停徒歩2分

大垣市かみいしづ緑の村公園ウッデイドーム

503-1623
大垣市上石津町上多良前ヶ瀬入会1-1

ゲートボール,硬式テニス,ソフトテニス,,,,,,,

杭瀬川野球場

503-0973
大垣市木戸町1281

南公園運動場（野球場）

駐車場有594台（うち障がい者1台）

駐車場有110台 無料

駐車場有10台 無料

年末年始：12/29～1/3

9時00分～21時00分

シーズン中は無し

6月中旬より10月下旬までのご利用が可能です。
バンガロー料金：5000～18000円(タイプによって異
13時00分～11時00分 なります）
駐車場有
テント持ち込み場所使用料：普通2,000円、大型
3,000円、タープ1,000円
7時00分～20時00分

駐車場有90台 無料

年末年始休館日1/1

6時00分～21時30分

駐車場有

毎月第2火曜日は器具点検のため一般利用不可。 駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

9時00分～17時00分

年末年始休館日：12/28～1/3
アスレティック：大人350円 小人：250円

ＪＲ東海道本線「大垣」駅からり近鉄バス「多良・時線」緑 第2第4火、水曜日、年末年始（12/29～
の村公園バス停徒歩2分
1/3）

9時00分～21時00分

使用料：全面1時間あたり1500円 半面750円（夜間
駐車場有
利用の場合は別途照明料金がかかります）

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅からタクシー7分

年末年始（12/29～1/3）

6時00分～19時00分

503-0852
大垣市禾森町6-1468-4

軟式野球,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス市民病院方面行東
高口下車徒歩10分。
年末年始（12/29～1/3）
大垣駅南口からタクシー10分

6時00分～21時30分

12月～2月まで芝生養生期間のため利用不可。

駐車場有140台 無料

三城公園ソフトホ゛ール場

503-0006
大垣市加賀野5-49-1

ソフトボール,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス「ソフトピアジャパ
ン」行き総合体育館前下車徒歩2分

6時00分～21時30分

12月～2月までは芝生養生の為、使用不可。

駐車場有大垣市総合体育館駐車場を利
用 30台 無料

浅中公園総合グラウンド（野球場）

503-0946
大垣市浅中2-69

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄養老線桑名行大外羽駅
年末年始(12/29～1/3)
下車徒歩10分、名神高速道路大垣ICより車で5分。

6時00分～19時00分

12月～2月は芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有多目的舗装広場西駐車場利用
290台
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年末年始（12/29～1/3）、下記参照

駐車場有

駐車場有50台 無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

北公園(野球場)

503-0016
大垣市八島町2247

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅北口徒歩10分。

年末年始(12/29～1/3）、利用補足参照

6時00分～21時30分

北公園(陸上競技場)

503-0016
大垣市八島町2247

陸上競技,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅北口から徒歩10分。

年末年始(12/29～1/3)

6時00分～21時30分

浅中公園総合グラウンド（陸上競技場・球技場）

503-0946
大垣市浅中2-11-1

陸上競技,サッカー,ラグビー,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄養老線桑名行大外羽駅
下車徒歩10分。名神高速道路大垣インターチェンジより 年末年始（12/29～1/3）
車で5分。

8時30分～17時00分

サッカー競技等の使用については12月～翌年5月
第3金曜日まで芝生養生期間のため使用不可。ま
た、2日連続使用不可。

駐車場有バス30台、普通自動車140台
収容

杭瀬川スポーツ公園（野球場）

503-0985
大垣市野口町1654－1（杭瀬川河川敷）

軟式野球,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス高田西町・時・多良
方面行綾里小バス停下車徒歩15分、大垣駅からタク
年末年始（12/29～1/3）
シー20分。

6時00分～19時00分

12月～2月までは芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有320台

総合体育館（第3体育館）

503-0006
大垣市加賀野4-62

エアロビックダンス,卓球,軽スポーツ系その
他,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス、ソフトピアジャパン
毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3） 9時00分～21時00分
行き総合体育館前下車

毎月第2火曜日は器具点検のため一般利用不可。 駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

総合体育館（第2体育館）

503-0006
大垣市加賀野4-62

軽スポーツ系その他,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,インディアカ,ソフトテニス,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス、ソフトピアジャパン
毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3） 9時00分～21時00分
行き総合体育館前下車

毎月第2火曜日は器具点検のため一般利用不可。 駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

総合体育館（第1体育館）

503-0006
大垣市加賀野4-62

ハンドボール,バスケットボール,バレーボール,バ
ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス、ソフトピアジャパン
ドミントン,卓球,テニス,ソフトテニス,ソフトバレー
毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3） 9時00分～21時00分
行き総合体育館前下車
ボール,綱引き,軽スポーツ系その他

毎月第2火曜日は器具点検のため一般利用不可。 駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

総合体育館

503-0006
大垣市加賀野4-62

ハンドボール,バスケットボール,バレーボール,バ
ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バスソフトピアジャパン
ドミントン,卓球,ソフトテニス,綱引き,ウェイトリフ
行き総合体育館前下車
ティング,軽スポーツ系その他,

毎月第2火曜日は器具点検のため一般利用不可。 駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

赤坂スポーツ公園（屋内ゲートボール場）

503-2201
大垣市草道島町40-1

ゲートボール,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス揖斐行中島バス停
年末年始（12/29～1/3）
下車徒歩10分、大垣駅からタクシー15分。

6時00分～21時00分

駐車場有赤坂スポーツ公園144台（うち
臨時駐車場54台、障がい者2台） 無料

アーチェリー場

503-0033
大垣市福田町488

アーチェリー,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス荒尾線福田バス停
年末年始（12/29～1/3）
下車徒歩8分

9時00分～17時00分

駐車場有50台収容 無料

北公園(相撲場)

503-0016
大垣市八島町2247

相撲,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅北口より徒歩10分

6時00分～19時00分

大垣市民プール

503-0856
大垣市新田町1－1

水泳,,,,,,,,,

JR東海道本線大垣駅から名阪近鉄バス市民会館行「市
シーズン中は無し
民会館」バス停より徒歩約1分。

10時00分～18時00分 開場期間 7/1～8/31

駐車場有500台 無料

勤労身体障害者等市民プール

503-0804
大垣市中ノ江3－1－3

水泳,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バスソフトピアジャパン
行き総合体育館前下車徒歩3分

10時00分～18時00分 開場期間7/1～8/31

駐車場有50台 無料

西公園(庭球場)

503-0916
大垣市日の出町2-69-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

近鉄西大垣駅下車、徒歩5分。大垣駅からタクシー10分 年末年始（12/29～1/3）

6時00分～21時30分

駐車場有西公園63台(障がい者2台) 無
料

赤坂スポーツ公園（庭球場）

503-2201
大垣市草道島町40-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス揖斐行中島バス停
年末年始（12/29～1/3）
下車徒歩10分、大垣駅からタクシー15分。

6時00分～19時00分

利用は日没まで可能です。

駐車場有赤坂スポーツ公園 144台（うち
臨時駐車場54台、障がい者2台） 無料

総合体育館（庭球場）

503-0006
大垣市加賀野4-62

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バスソフトピアジャパン
行き総合体育館前下車

年末年始（12/29～1/3）

6時00分～19時00分

日没までご利用になります。

駐車場有365台（内障がい者2台） 無料

南公園運動場（庭球場）

503-0852
大垣市禾森町6-1468-4

テニス,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス市民病院方面東高
口下車徒歩10分
年末年始（12/29～1/3）
大垣駅南口からタクシーで10分

6時00分～21時30分

休館日

駐車場有140台 無料

三城公園（庭球場）

503-0804
大垣市中ノ江3-1-3

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス、ソフトピアジャパン
下記参照
行き総合体育館前下車徒歩3分

6時00分～19時00分

年末年始休館日 12/29～1/3
日没までは使用可。

駐車場有勤労身体障害者等市民プール
を利用 30台無料 内障がい者10台

杭瀬川スポーツ公園（ソフトボール場）

503-0985
大垣市野口町1654－1（杭瀬川河川敷）

ソフトボール,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス高田西町・時・多良
方面行綾里小バス停下車徒歩15分 大垣駅からタク
年末年始（12/29～1/3）
シー20分

6時00分～19時00分

12月～2月は芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有350台収容

赤坂スポーツ公園（多目的運動広場）

503-2201
大垣市草道島町40-1

サッカー,グラウンド･ゴルフ,ゲートボール,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス揖斐行中島バス停
年末年始（12/29～1/3）
下車徒歩10分 大垣駅よりタクシーで15分。

6時00分～19時00分

12月～3月まで芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有赤坂スポーツ公園144台（うち
臨時駐車場54台、障がい者2台） 無料

浅中公園総合グラウンド（多目的広場）

503-0956
大垣市大外羽4丁目地内

サッカー,ラグビー,レクリエーション,軽スポーツ系 ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄養老線桑名行大外羽駅
年末年始（12/29～1/3）
その他,,,,,,
下車徒歩10分、名神高速道路大垣ICより車で5分。

6時00分～19時00分

サッカー競技等の使用については12月～翌年5月
第2金曜日まで芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有多目的舗装広場駐車場利用
290台

杭瀬川スポーツ公園（サッカー場）

503-0985
大垣市野口町1654－1（杭瀬川河川敷）

サッカー,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス高田西町・時・多良
方面行綾里小バス停下車徒歩15分。大垣駅からタク
年末年始：12/29～1/3
シー20分。

6時00分～19時00分

芝生養生期間があるため要問い合わせ。

駐車場有350台

浅中公園総合グラウンド（ソフトボール場）

503-0963
大垣市西大外羽4丁目地内

ソフトボール,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄養老線桑名行大外羽駅
年末年始（12/29～1/3）
下車徒歩10分、名神高速道路大垣ICより車で5分。

6時00分～21時00分

12月～2月まで芝生養生期間のため使用不可。

駐車場有多目的舗装広場西駐車場利用
290台

南公園運動場（サッカー場）

503-0852
大垣市禾森町6-1468-4

サッカー,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から近鉄バス市民病院方面行東
高口下車徒歩10分
年末年始休館日（12/29～1/3）
大垣駅南口からタクシーで10分。

6時00分～19時00分

12月～3月までは芝生養生期間のため利用不可。

駐車場有140台

大垣市武道館

503-0847
大垣市米野町2－1－1

柔道,剣道,相撲,弓道,空手道,なぎなた,銃剣道,少 JR大垣駅から近鉄ﾊﾞｽ駒野奥条・横曽根橋・高須・今尾 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）、年末年
9時00分～21時00分
林寺拳法,アーチェリー,トレーニング
行米野口下車徒歩5分。
始（12/29～1/3）
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毎月第2火曜日、年末年始（12/29～1/3） 9時00分～21時00分

年末年始(12/29～1/3)

シーズン中は無し

12月～2月は芝生養生期間の為、使用不可。
12月～3月は夜間照明使用不可。

駐車場
駐車場有北公園 104台 無料

駐車場有北公園 104台 無料

年末年始休館日12/29～1/3

駐車場有北公園 104台 無料

駐車場有66台 無料（うち身体障害者用
2台）

岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

メナードカントリークラブ西濃コース

503-1698
大垣市上石津町称冝上600

ゴルフ,,,,,,,,,

上石津庭球場

503-1602
大垣市上石津町牧田1998

垂井町朝倉運動公園

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

第4金曜日

時分～時分

12～3月は毎週金曜日が休館日となります。
レンタル料3000円

駐車場有無料

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

火曜日

9時00分～17時00分

施設使用料は時間帯によって異なります。

駐車場有594台（うち障がい者1台） 無
料

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-4

水泳,サッカー,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 ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分
その他,,

火曜日(祝祭日を除く）、年末年始：12/29
～1/3

8時30分～21時00分

垂井町朝倉運動公園野球場

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-4

軟式野球,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分

火曜日（祝祭日は除く）、年末年始：12/29
6時00分～21時00分
～1/3

駐車場有朝倉運動公園内駐車場を利用

垂井町朝倉運動公園町民体育館

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-1

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

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分

火曜日（祝祭日を除く）、年末年始休館日：
9時00分～21時00分
12/29～1/3

駐車場有

垂井町朝倉運動公園第1テニスコート

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-4

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩20分

火曜日（祝祭日を除く）、年末年始休館日：
6時00分～19時00分
12/29～1/3

ラケット、ボール等の用具類は無料で貸し出しして
います。

駐車場有朝倉運動公園駐車場を利用

垂井町朝倉運動公園第2テニスコート

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分

火曜日(祝祭日を除く）、年末年始休館日：
6時00分～21時00分
12/29～1/3

ラケット、ボール等の用具類は無料で貸し出しして
います。

駐車場有朝倉運動公園内駐車場を利用

垂井町朝倉運動公園多目的グラウンド

503-2124
不破郡垂井町宮代2036-1

陸上競技,サッカー,ラグビー,ソフトボール,グラウ
ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分
ンド･ゴルフ,,,,,

火曜日（祝祭日を除く）、年末年始休館日：
6時00分～19時00分
12/29～1/3

垂井町いきいきパターゴルフ場

503-2100
不破郡垂井町字永長

パターゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩５分

月曜日、祝日、毎月最終木曜日

10時00分～17時00分

有料。祝日と土日が重なるときなど、休場日の変更 駐車場有タルイピアセンター駐車場を利
あり。また夏場は開場時間を延長します。
用。

垂井町朝倉運動公園体育センター

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-4

柔道,剣道,卓球,空手道,トレーニング,,,,,

ＪＲ東海道本線「垂井」駅下車、徒歩２０分。

火曜日（祝祭日は除く）

9時00分～21時00分

年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有

垂井町朝倉運動公園町民プール

503-2124
不破郡垂井町宮代2022-1

水泳,,,,,,,,,

ＪＲ東海垂井駅下車 徒歩２０分

期間中は無し

12時00分～18時00分

開場期間：7/10～8/31
土、日曜日および祝祭日、お盆は10：00～

駐車場有朝倉運動公園内駐車場を利用

垂井町朝倉運動公園自由広場

503-2124
不破郡垂井町宮代1984番地の4

グラウンド･ゴルフ,軽スポーツ系その他,キャンプ
JR「垂井」駅より徒歩20分
(日帰り),,,,,,,

火曜日（祝日は除く）、年末年始休館日：
12/29～1/3

6時00分～19時00分

使用料は無料

駐車場有

垂井町朝倉運動公園スポーツグラウンド

503-2124
不破郡垂井町宮代1984番地の4

軟式野球,ソフトボール,グラウンド･ゴルフ,サッ
カー,,,,,,

JR[垂井」駅から徒歩20分

火曜日（祝祭日は除く）

6時00分～19時00分

年末年始休館日：12/29～1/3

駐車場有

垂井町朝倉運動公園第３テニスコート

503-2124
不破郡垂井町宮代1984-4

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

JR東海道本線｢垂井｣下車、徒歩20分。

火曜日（祝祭日を除く）、12/29～1/3

6時00分～19時00分

桃配運動公園

503-1532
不破郡関ヶ原町野上1673-11

サッカー,軟式野球,テニス,ソフトボール,,,,,,

（車）名神高速関ヶ原インターから、車で東へ１０分

12/29?1/3

8時30分～21時30分

冬期（１月～3月）は17:00までの営業になります

不破郡関ヶ原町町民体育館

503-1501
不破郡関ヶ原町大字不破郡関ヶ原2682-2

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,卓
球,柔道,,,,,

（車）名神高速不破郡関ヶ原インターチェンジで降り車で
年末年始：12/29～1/3
３分

9時00分～21時30分

町内者は無料で使用できます。町外者は1時間あた
駐車場有
り500円、柔道場は300円になります。

西田運動公園広場

503-1501
不破郡関ヶ原町大字不破郡関ヶ原２３６８－１

ソフトボール,軟式野球,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「不破郡関ヶ原」駅下車、車で１５分

9時30分～17時00分

ナイター設備はありません。

駐車場有

今須運動広場（今須杉っ子広場）

503-1543
不破郡関ヶ原町今須１６１

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「不破郡関ヶ原」駅下車、国道２１号線を
12月29日～1月3日
西へむかい車で１５分

9時30分～17時00分

ナイター設備はありません。

駐車場有

神戸町民体育館

503-2305
安八郡神戸町大字神戸1202番地

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓
球,剣道,ソフトバレーボール,インディアカ,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車、徒歩１０分

毎週火曜日,12月29日～翌年1月3日

9時00分～21時00分

西座倉テニスコート

501-0541
安八郡神戸町大字西座倉176

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車、徒歩３０分

12月29日～翌年1月3日

6時00分～時分

西座倉スポーツ公園河川敷パターゴルフ場

501-0541
安八郡神戸町大字西座倉１５１－１地先

パターゴルフ,,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸」駅下車、徒歩３０分

12月29日～翌年1月3日

9時00分～16時00分

ごうど中央スポーツ公園野球場

503-2318
安八郡神戸町大字瀬古３４８番地の１

軟式野球,,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車、徒歩２０分

12月29日～翌年1月3日

6時00分～21時00分

6時～21時(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)
※夜間照明使用期間(5月～10月)

駐車場有

下宮テニスコート

503-2312
安八郡神戸町大字下宮1841-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車 徒歩10分

12月29日～翌年1月3日

6時00分～時分

6時～日没(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)

駐車場有

名神高速関ヶ原IC→R365を四日市方面へ。
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12/29～1/3

駐車場有

駐車場有朝倉運動公園内駐車場を利用

駐車場有朝倉運動公園内駐車場を利用

駐車場有

駐車場有

6時～日没(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)

駐車場有

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

西座倉グラウンド

503-2341
安八郡神戸町大字西座倉176

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車 徒歩30分

12月29日～翌年1月3日

6時00分～時分

6時～日没(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)

駐車場有

ごうど中央スポーツ公園 多目的グラウンド

503-2318
安八郡神戸町大字瀬古348-1

ソフトボール,サッカー,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車 徒歩20分

12月29日～翌年1月3日

8時00分～21時00分

8時～21時（4月～10月)、9時～日没(11月～3月)
※夜間照明使用期間(5月～10月)

駐車場有

ごうど中央スポーツ公園 テニスコート

503-2318
安八郡神戸町大字瀬古348-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

養老鉄道養老線「広神戸駅」下車 徒歩20分

12月29日～翌年1月3日

8時00分～21時00分

8時～21時(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)
※夜間照明使用期間(5月～10月)

駐車場有

輪之内アポロンスタジアム

503-0212
安八郡輪之内町中郷新田1470番地

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

大垣駅から名阪近鉄バスにて輪之内文化会館前下車徒
歩1分 所要時間33分
岐阜羽島駅から名阪近鉄バスにて輪之内文化会館前下
車徒歩1分 所要時間20分

6時00分～21時30分

輪之内パターゴルフ場

503-0212
安八郡輪之内町中郷新田1457番地の1

パターゴルフ,,,,,,,,,

大垣駅から名阪近鉄バスにて輪之内文化会館前下車徒
歩1分 所要時間約33分
岐阜羽島駅から名阪近鉄バスにて輪之内文化会館前下
車徒歩1分 所要時間20分

8時00分～時分

利用時間 ８時から日没

アンヒルパーク

503-0128
安八郡安八町大野343

サッカー,グラウンド･ゴルフ,レクリエーション,軽ス
名阪近鉄バス羽島線安八町役場前徒歩10分
ポーツ系その他,,,,,,

毎週月曜日

9時00分～17時00分

日曜日は17：00までの利用。 事前に利用申請手続
駐車場有安八町総合体育館と兼用で使
きが必要です。サッカー場は有料です。照明設備は
用できます
ありません。

安八町総合運動公園野球場

503-0128
安八郡安八町大野298番地

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

毎週月曜日、年末年始：12/29～1/3

6時00分～21時30分

予約日が雨天の時は利用料金はお返しします。

安八町総合体育館

503-0128
安八郡安八町大野343

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,レクリエーショ
ン,トレーニング

名阪近鉄バス羽島線安八町役場前徒歩10分

月曜日

9時00分～21時00分

日曜日は17：00までの利用、事前に利用申請手続
きが必要です。
シャワールームは利用者のみ無料（温水）、更衣室 駐車場有300台 無料
完備。
ハンドボール、フットサルは利用不可。

安八町テニスコート

503-0128
安八郡安八町大野324番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

名阪近鉄バス羽島線安八町役場前徒歩10分

毎週月曜日

9時00分～21時00分

日曜日は17:00までの利用となります。
利用は有料です。

駐車場有50台 無料

安八町多目的運動場

503-0126
安八郡安八町中須202

硬式テニス,ゲートボール,レクリエーション,軽ス
ポーツ系その他,,,,,,

名阪近鉄バス（羽島線）大明神下車徒歩5分。
（車）名神高速羽島ICより約10分。

毎月1・15日

6時00分～21時00分

年末年始の休館日12/29～1/3
夜間照明設備有ります。

駐車場有200台 無料

揖斐高原貝月テニスコート

501-0707
揖斐郡揖斐川町日坂

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

（車）揖斐川町から１５分トンネルを３つ抜け喫茶北陽手
火曜日
前を左折。約１５分で貝月リゾート着。

8時30分～16時30分

利用可能期：4月～11月末日

駐車場有

久瀬山村広場

501-0706
揖斐郡揖斐川町西津汲1543

テニス,ソフトテニス,ソフトボール,軟式野球,,,,,,

（車）揖斐駅から国道303号線を約20分北上する。

9時00分～22時00分

更衣室、便所、子供広場、放送設備があります。
12月1日～3月31日までは使用不可。

駐車場有普通車130台可能

粕川オートキャンプ場

501-0605
揖斐郡揖斐川町瑞岩寺（粕川河川敷）

キャンプ,釣り,その他,,,,,,,

ＪＲ東海道本線「大垣」駅から養老鉄道線で揖斐駅まで
３０分。さらに、コミュニティバス「白樫口」まで15分。同バ 年中無休
ス停より徒歩20分。

時分～時分

団体利用の場合は、予め建設課に問い合わせてく
ださい。7月～9月に利用する場合は予約が必要で 駐車場有
す。1ヶ月前から予約可能です。

長者の里

503-2501
揖斐郡揖斐川町春日美束１９０２－１２５

テニス,キャンプ,アスレチック,森の文化博物館,ハ 公共＞大垣から揖斐駅まで近鉄揖斐線。駅からはバス
無し
イキング,水遊び場,,,,
利用。（車）大垣から417号北上し33号を西進約40分

8時30分～17時30分

コテージは通年営業。バンガローは７月～９月営
業。常設テントは４月から１０月営業。

揖斐高原貝月リゾート

501-0707
揖斐郡揖斐川町日坂

スキー,ソフトテニス,テニス,キャンプ,パラグライ
ダー,スノーボード,ハイキング,,,

（車）揖斐川町から国道303号を北上しトンネルを３つ抜
ロッジは火曜定休日
け喫茶「北陽」前を左折してから約15分で到着

8時00分～17時00分

ふれあいの森

501-0903
揖斐郡揖斐川町坂内坂本２１８４－９

キャンプ,ウォーキング,,,,,,,,

（車）岐阜市から約５０ｋｍ、約９０分。

１２月１日～４月３０日

13時00分～11時00分

宿泊営業は６月２０日～１０月３１日の期間内で、予
駐車場有無料 50台
約受付期間は４月１日～１０月２０日です。

谷汲山大橋キャンプ場

501-1303
揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬外川原1

水泳,レクリエーション,キャンプ,釣り,,,,,,

ＪＲ大垣駅より樽見線谷汲口駅下車、徒歩10分。

営業期間中は無し

時分～時分

営業期間：7/1～8/31
当日受付も可能

揖斐高原スキー場

501-0707
揖斐郡揖斐川町日坂1509-15

スキー,スノーボード,,,,,,,,

（車）揖斐川町から約15分、国道303号を北上し、トンネ
ルを3つ抜け喫茶「北陽」前を左折後約15分。

無し

8時30分～16時30分

国見岳スキー場

503-2501
揖斐郡揖斐川町春日美束字古田4385

スキー,スノーボード,,,,,,,,

（車）大垣から国道４１７号北上し、県道３３号線を西へ進
無し
むと約４０分でスキー場着。

8時30分～16時00分

金・土曜日はナイター営業(18：30～22：00。但し電
話で要確認) 平日営業時間8：00～16：00

大垣カントリー倶楽部

501-0601
揖斐郡揖斐川町北方２９７５－２

ゴルフ,,,,,,,,,

近鉄揖斐線「揖斐駅」下車、揖斐駅からタクシーで１０分

時分～時分

平日、土日祭日と日によって、利用時間が異なりま
駐車場有無料
す。

谷汲カントリークラブ

501-1393
揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字乾谷

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）名神高速大垣ICから国道417号経由または羽島IC
不定休
から国道157号経由で約４０分

8時00分～17時00分

夏季期間と冬季期間の利用時間は異なります。

駐車場有250台無料

揖斐川プール

501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方853-49

水泳,,,,,,,,,

ＪＲ東海道本線大垣駅から養老鉄道揖斐線で揖斐駅ま
営業期間中は無休
で３０分

10時00分～17時00分

営業期間：7月中旬～8/31
料金：大人210円 小人100円

駐車場有

名阪近鉄バス羽島線安八町役場前徒歩１０分
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無し

駐車場有

駐車場有

駐車場有300台、周辺にも有り

駐車場有

駐車場有

駐車場有バンガローサイド及広場に駐車
可能 無料
駐車場有5箇所、2000台 平日無料・土
日祝日・年末年始は普通車1,000円
駐車場有5箇所 800台 全日無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

揖斐教習射撃場

501-0902
揖斐郡揖斐川町坂内広瀬字川尻
℡ 0585-53-2148

クレー射撃,ライフル射撃,,,,,,,,

谷汲スポーツセンター

5011314
揖斐郡揖斐川町谷汲名礼141

谷汲総合運動場

5011634
揖斐郡揖斐川町谷汲名礼126

谷汲緑地公園キャンプ場

揖斐川健康広場

揖斐川パターゴルフ場

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

8時30分～17時00分

営業日の土･日･祭日はトラップ、スキート実施。ライ
フルについては、土曜日のみ実施。また、教習射撃 駐車場有無料 50台
については基本的に第2･4金曜日に実施。

谷汲黒野線路線バス 谷汲下車徒歩で南へ１０分。名阪
体操競技,バスケットボール,バレーボール,バドミ 近鉄バス名礼口下車徒歩で西へ３分。
月曜日、年末年始
ントン,テニス,卓球,,,,
揖斐川谷汲山線谷汲中学校南へ２００ｍ、西へ１５０ｍ
（案内板有り）

9時00分～22時00分

11月～3月は9:00～21:30

駐車場有100台、無料

野球,ソフトボール,テニス,,,,,,,

谷汲黒野線路線バス 谷汲下車徒歩で南へ１０分。名阪
月曜日、年末年始
近鉄バス名礼口下車徒歩で西へ３分。

9時00分～22時00分

11月～3月は9:00～21:30

駐車場有100台、無料

501-1314
揖斐郡揖斐川町谷汲名礼1741-16

キャンプ,レクリエーション,軽スポーツ系その
他,,,,,,,

大垣ICより（揖斐川町経由）35ｋｍ・５０分
羽島ICより（本巣市経由） 25ｋｍ・５０分

時分～時分

営業期間：7/1～9/30
シャワー室、休養施設、バーベキューテラス有り

駐車場有200台無料

501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方853-49

軟式野球,ソフトボール,サッカー,バレーボール,
岐阜市内から国道157号線と303号線で揖斐川町まで約 月曜日(祝祭日の翌日)、年末年始(12/29
バスケットボール,バドミントン,剣道,空手道,エア
50分。
～1/3)
ロビクス,

揖斐郡揖斐川町市場（粕川河川敷）

（車）近鉄揖斐駅から約25km、約50分。

営業期間中は無し

9時00分～22時00分

パターゴルフ,,,,,,,,,

JR東海道線大垣駅から養老鉄道揖斐線で揖斐駅まで３
月曜日、年末年始12/29～1/3
０分

9時00分～17時00分

駐車場有240台 無料
一般210円、高校生100円、小中学生50円
（パター、ボールの貸出料金込み）

駐車場有

大野町民体育館

501-0521
揖斐郡大野町大字黒野2278-1

,バスケットボール,バレーボール,バトミントン,卓
球,,,,,

岐阜バス大野穂積線・大野忠節線、名阪近鉄バス大垣
大野線・揖斐大野線 「大野バスセンター」下車、徒歩約5 月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)
分

8時30分～22時00分

大野町民東庭球場

501-0521
揖斐郡大野町大字黒野2264-8

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

岐阜バス大野穂積線「藪川橋西」下車、徒歩約5分

月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)

時分～時分

日の出から日没まで。ナイター利用期間4月15日～
駐車場有
11月15日 19:30～21:30

大野町民東運動場

501-0521
揖斐郡大野町大字黒野2267-4

サッカー,軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系そ
岐阜バス大野穂積線「藪川橋西」下車、徒歩約5分
の他,,,,,,

月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)

時分～時分

日の出から日没まで。ナイター利用期間4月15日～
駐車場有
11月15日 19:30～21:30

大野町民武道館

501-0521
揖斐郡大野町大字黒野925

柔道,剣道,,,,,,,,

岐阜バス大野穂積線・大野忠節線、名阪近鉄バス大垣
大野線・揖斐大野線 「大野バスセンター」下車、徒歩約5 月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)
分

8時30分～22時00分

大野町民庭球場

501-0512
揖斐郡大野町大字上秋根尾川右岸河川敷

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

岐阜バス大野穂積線「藪川橋西」下車、徒歩約10分

月曜日・年末年始(12月29日～1月3日)

時分～時分

日の出から日没まで。

駐車場有

大野町民宿泊研修所

501-0521
揖斐郡大野町黒野2264-61

レクリエーション,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

岐阜バス大野穂積線「藪川橋西」下車、徒歩約5分

月曜日、年末年始(12月29日～1月3日)

8時30分～22時00分

宿泊を伴う場合は上記利用時間は異なります。

駐車場有15台 無料

大野町運動公園

501-0504
揖斐郡大野町野860

硬式野球,軟式野球,ソフトボール,サッカー,軽ス
ポーツ系その他,,,,,

岐阜バス大野穂積線・大野忠節線、名阪近鉄バス大垣
大野線・揖斐大野線 「大野バスセンター」下車、徒歩約 年末年始(12月29日～1月3日)
30分

時分～時分

レインボースタジアム 6:00～22:00。ナイター利用
期間4月15日～11月15日 19:30～21:30
メイプルグラウンド
6:00～日没まで。

駐車場有

大津谷公園キャンプ場

503-2405
揖斐郡池田町願成寺地内

キャンプ,ウォークラリー,サイクリング,,,,,,,

養老鉄道線「みの本郷」駅下車、徒歩３０分

0時00分～24時00分

バーベキュー設備があります。

駐車場有

池田公園

503-2402
揖斐郡池田町粕ヶ原231

テニス,ソフトテニス,軟式野球,,,,,,,

（車）大垣市から４０分、養老鉄道線池野駅から車で１０
月曜日
分

9時00分～21時30分

駐車場有

霞間ヶ渓スポーツ公園

503-2421
揖斐郡池田町山洞367番地の1

テニス,ソフトテニス,ゲートボール,レクリエーショ （車）大垣市から３０分、養老鉄道線北野駅から車で１０
月曜日
ン,ジョギング,グラウンド･ゴルフ,,,,
分池田町総合体育館隣接

9時00分～21時30分

駐車場有

池田町総合体育館

503-2419
揖斐郡池田町小寺722-1

バレーボール,バドミントン,バスケットボール,ソフ
（車）大垣市から３０分、養老鉄道線池野駅から車で１０
トテニス,柔道,剣道,卓球,テニス,レクリエーション,
月曜日
分
ソフトバレーボール

9時00分～21時30分

霞間ヶ渓公園キャンプ場

503-2429
揖斐郡池田町藤代地内

キャンプ,,,,,,,,,

JR大垣駅より養老鉄道線揖斐行き北池野駅下車西へ
徒歩４０分

時分～時分

池田山ハングライダー発進基地

503-2400
揖斐郡池田町池田山頂

パラグライダー,ハングライダー,,,,,,,,

（車）大垣市から１時間、養老鉄道線池野駅から車で３０
分

時分～時分

広域グラウンド

503-2411
揖斐郡池田町杉野地先河川敷

サッカー,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

（車）大垣市から３０分、養老鉄道線池野駅から車で１０
月曜日
分

9時00分～18時00分

池田南部公園

503-2428
揖斐郡池田町片山２１８－２

ソフトテニス,テニス,軟式野球,ソフトボール,サッ
カー,グラウンド･ゴルフ,,,,

（車）大垣市から約３０分、養老鉄道池野駅から車で５分

関ヶ原町民プール

無し

毎週月・木曜日、年末年始（１２月２９日～
8時30分～17時00分
１月３日）

水泳,,,,,,,,,

駐車場有第2駐車場有り

駐車場有

施設の使用料は時間帯によって異なります。

駐車場有

駐車場有

冬期積雪時は道路通行禁止にて使用禁止です。

駐車場有

駐車場有

１７時以降は駐車場を施錠します。

駐車場有約50台・無料

10時00分～17時00分

営業期間：7月第1日曜日～8月末日
7月20日までは土･日・祝日の営業になります

駐車場有

海津市海津グラウンド

503-0654
海津市海津町高須515番地

,軟式野球,ソフトボール,競技系その他,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 名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分
その他,,

12/29?1/3

8時30分～21時30分

市内者：1時間1,050円、市外者：1時間2,100円。
夜間は照明料がかかります。

駐車場有

海津市海津テニスコート

503-0654
海津市海津町高須515番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

市内者：1時間、1面につき320円
市外者：1時間、1面につき640円
夜間は別途照明料がかかります。

駐車場有

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分
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岐阜県内にあるスポーツ施設【西濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

海津市海津武道館

503-0654
海津市海津町高須530-3

剣道,空手道,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

市内者：1時間540円、市外者：1時間1,080円。
夜間は照明料金がかかります。

駐車場有

海津市海津柔道場

503-0654
海津市海津町高須536-1

柔道,,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12月29日～1月3日

8時00分～22時00分

市内者：1時間540円、市外者：1時間1,080円。
夜間は別途照明料がかかります。

駐車場有

海津市市民プール

503-0646
海津市海津町萱野204-1

水泳,トレーニング,エアロビクス,アクアビクス,ヒッ
名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分
プホップ,,,,,

毎週月曜日

月曜日が祝日の場合は翌日が休館日
10時00分～21時00分 年末年始休館日：12/30～1/3
学校の夏休み期間は無休です。

海津市南濃体育館

503-0411
海津市南濃町駒野奥条入会99-2

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,レクリエーション,軽スポーツ系その 名神高速道路「岐阜羽島IC」から車で約30分
他,,

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

市内者：1時間540円～、市外者：1時間1,080円～。
駐車場有
(トレーニングルーム)

海津市南濃グラウンド

503-0411
海津市南濃町駒野奥条入会99-2

軟式野球,ソフトボール,競技系その他,レクリエー
名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分
ション,ジョギング,軽スポーツ系その他,,,,

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

市内者：1時間1,050円、市外者：1時間2,100円。
夜間は別途照明料がかかります。

駐車場有

海津市南濃テニスコート

503-0411
海津市南濃町駒野奥条入会99-2

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12/29?1/3

8時30分～21時30分

市内者：1時間、1面につき320円
市外者：1時間、1面につき640円
夜間は別途照明料がかかります。

駐車場有

海津市南濃南部グラウンド

503-0533
海津市南濃町田鶴706

サッカー,軟式野球,ソフトボール,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,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12月29日～1月3日

8時30分～17時00分

市内者：1時間1,050円、市外者：1時間2,100円

駐車場有

海津市南濃南部テニスコート

503-0533
海津市南濃町田鶴706

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12/29?1/3

8時30分～17時00分

市内者：1時間、1面につき320円
市外者：1時間、1面につき640円

駐車場有

海津市南濃グラウンド・ゴルフ場

503-0413
海津市南濃町羽沢

グラウンド･ゴルフ,,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

月曜日、12/29～1/3

8時30分～17時00分

スタートは16時まで。
市内1人1回300円/市外1人1回500円
市内1人1年3,000円/市外1人1年5,000円

駐車場有無料

海津市平田グラウンド

503-0321
海津市平田町今尾500番地

軟式野球,硬式野球,サッカー,レクリエーション,軽 （車）岐阜羽島Ｉ・Ｃ、岐阜羽島駅から共に約11ｋｍ、大垣
12月29日～1月3日
スポーツ系その他,,,,,
Ｉ・Ｃから約10ｋｍ

8時30分～21時30分

市内者：1時間1,050円、市外者1時間2,100円。
夜間は照明料が加算されます。

駐車場有

海津市平田体育館

503-0321
海津市平田町今尾503番地

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,卓 岐阜羽島I.C、岐阜羽島駅より共に約11km、大垣ＩI.Cより
12月29日～1月3日
球,剣道,レクリエーション,軽スポーツ系その他,,, 約10ｋm

8時30分～21時30分

市内者：1時間540円～、市外者：1時間1,080円～。
駐車場有
(格技場)

海津市平田公園パターゴルフ場

503-0312
海津市平田町三郷2330番地

パターゴルフ,,,,,,,,,

岐阜羽島ICから車で約15分

月曜日（12月～3月土日・祝日を除く平日） 9時00分～22時00分

ナイターは“6月～9月”の期間利用可能です。
ナイター営業の受付時間は20：30で終了します。
ナイターについては予約制で団体利用(10名以上)
に限ります。

駐車場有106台

海津市平田テニスコート

503-0321
海津市平田町今尾500番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

名神高速道路「岐阜羽島IC」から約30分

12月29日～1月3日

8時30分～21時30分

市内者：1時間、1面につき320円
市外者：1時間、1面につき640円
夜間のご利用は別途照明料がかかります。

駐車場有

揖斐川特設カヌー競技場

501-0634
揖斐川郡揖斐川町上野

カヌー,,,,,,,,,

大垣駅から養老鉄道揖斐線で揖斐駅まで30分。揖斐川
町コミュニティーバス春日線「上野」下車徒歩10分

時分～時分

8時～21時(4月～10月)、9時～日没(11月～3月)
※夜間照明使用期間(5月～10月)

駐車場有無料・朝鳥公園駐車場を利用

養老キャンプセンター

503-1254
養老郡養老公園

キャンプ,アスレチック,レクリエーション,,,,,,,

近鉄大垣駅から電車25分（養老駅下車徒歩25分）

養老町総合体育館

503-1243
養老郡養老町五日市400

卓球,柔道,剣道,空手道,なぎなた,銃剣道,レクリ
エーション,ソフトバレーボール,インディアカ,バウ 近鉄「美濃高田駅」から約２km
ンドテニス

養老公園テニスコート

503-1254
養老郡養老町高林1298-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

近鉄「養老」駅下車、徒歩10分
名神高速道路大垣I.Cから約20分

月曜日、年末年始：12/29～1/3

9時00分～16時00分

料金一日1,530円。4時間以内820円、2時間以内
510円

駐車場有300円

養老公園パターゴルフ場

503-1254
養老郡養老町高林1298-2

パターゴルフ,,,,,,,,,

近鉄「養老」駅から徒歩10分
ＪＲ東海道新幹線・岐阜羽島駅から車30分

月曜日（祝日の場合は翌日）

9時00分～15時00分

料金：一般420円、中学生以下210円。

駐車場有300円

養老町スマイルグランド

503-1243
養老郡養老町五日市300

サッカー,グランド･ゴルフ,ゲートボール,ジョギン
グ,,,,,,

近鉄「美濃高田駅」から約２km

月曜日(月曜日が祝日の日は翌日)

9時00分～21時00分

養老町営笠郷テニスコート

503-1382
養老郡養老町船附1149-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

（車）大垣インターから車約10分

毎月第2、第4月曜日（祝日の場合は翌日） 7時00分～21時00分

年末年始休館日：12/29～1/3
料金：1面つにき300円。

駐車場有無料

養老町中央公園野球場

503-1243
養老郡養老町五日市400

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

近鉄「美濃高田駅」から約２km

毎月第2,4月曜日(月曜日が祝日の場合は
9時00分～21時00分
翌日)

年末年始休館日：12/29～1/3
料金：各時間帯：町内者1030円、町外者：2575円

駐車場有無料

スポーツプラザ養老

503-1314
養老郡養老町高田2862番地

水泳,トレーニング,エアロビクス,ジョギング,,,,,,

養老パークゴルフ場

503-1267
養老郡養老町高林1298-2

ゴルフ,,,,,,,,,

月曜日

13時00分～12時00分 トイレ、炊事場完備です。

月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)、年
9時00分～21時00分
末年始：12/29～1/3

名神高速大垣I.C.から約20分
近鉄養老駅下車、徒歩10分
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駐車場有

駐車場有無料

駐車場有無料

駐車場有無料

月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)

年末年始休館日：12/29～1/3
10時00分～21時00分 定期清掃、設備点検等のため臨時休館する場合が 駐車場有180台 無料
あります。

月曜日（祝日の場合は翌日）

9時00分～15時00分

年末年始休館日：12/29～1/3
平日と土日祝日とでは使用料金が異なります。

駐車場有300円

