岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

1月～3月・7月･8月は月曜日、4月～6月・9
7時00分～18時00分
月～12月は年中無休

駐車場

レイクグリーンゴルフ倶楽部

505-0112
可児郡御嵩町美佐野字押山２６５２－１

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道土岐インターから４ｋｍ、５分
（車）MAGロード 可児、御嵩インターから９ｋｍ、１０分

こぶしゴルフ倶楽部

505-0102
可児郡御嵩町前沢8075-6

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）名古屋ＩＣ→土岐ＩＣ→当クラブまで60分。岐阜羽島Ｉ
特定休業日、年末年始：1/1
Ｃ→土岐ＩＣ→当クラブまで60分。

7時00分～19時00分

レンタル料3,000円

駐車場有200台 無料

ワールドレイクゴルフ倶楽部

505-0114
可児郡御嵩町中切天王洞1715

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道土岐ICより約10分。

7時30分～19時00分

4・5月、10～12月は無休です。
年末年始休館日1/1
レンタル料3,000円

駐車場有

多治見市星ケ台競技場

507-0811
多治見市星ケ台3丁目19番地

陸上競技,サッカー,,,,,,,,

ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス 滝呂台線、学園都市線
年末年始、トラック等整備期間（随時）
「総合グラウンド口」下車 徒歩3分

9時00分～18時00分

多治見市営球場

507-0803
多治見市美坂町４丁目１番地

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

JR多治見駅から東濃鉄道バス妻木下石線又は市内循
年末年始
環線の総合グランド口停車場（約１０分）にて下車。

6時00分～21時00分

冬季期間中は使用不可です。

駐車場有80台

多治見市総合体育館

507-0818
多治見市大畑町２丁目１５０番地

体操競技,新体操,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,ソフトテニス,
柔道,剣道

ＪＲ多治見駅から徒歩25分または東濃鉄道バス「総合体
火曜日、祝日の翌日、年末年始
育館前」（5分）にて下車

9時00分～21時30分

幼児体育室、研修室、医務室、男女更衣室、シャ
ワー室、スポーツロビー完備です。

駐車場有200台

多治見市笠原体育館

507-0901
多治見市笠原町2072-5

体操競技,バスケットボール,バレーボール,バドミ ＪＲ中央本線「多治見」駅下車、東鉄バスで笠原庁舎前
ントン,卓球,剣道,テニス,レクリエーション,,
下車

多治見市星ケ台第1テニスコート

507-0811
多治見市星ケ台3丁目3番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

多治見市星ケ台第2テニスコート

507-0811
多治見市星ケ台3丁目16番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

多治見市笠原向島テニスコート

507-0901
多治見市笠原町1651-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

笠原庁舎から徒歩１５分

多治見市旭ケ丘運動広場

507-0071
多治見市旭ケ丘10丁目6番地83

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,,,,,

多治見市笠原梅平運動広場

507-0901
多治見市笠原町4164-1

サッカー,硬式野球,ソフトボール,グランド・ゴルフ, ＪＲ中央本線「多治見」駅下車、東鉄バスにて梅平団地
レクリエーション,軽スポーツ系その他,,,,
下車

多治見市旭ケ丘弓道場

507-0071
多治見市旭ケ丘10丁目6番地83

弓道,,,,,,,,,

多治見市市之倉運動広場

507-0814
多治見市市之倉町７丁目１番

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,,,,,,

多治見市脇之島運動広場

507-0826
多治見市脇之島町４丁目１０番地

多治見市脇之島テニスコート

金曜日

年末年始

ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス妻木下石線又は市内循
環線の総合グランド口停車場（約１０分）にて下車。徒歩 年末年始
15分。
ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス妻木下石線又は市内循
環線の総合グランド口停車場（約１０分）にて下車。徒歩 年末年始
15分。

駐車場有

駐車場有80台・無料

9時00分～21時30分

駐車場有普通乗用車約２５０台収容

6時00分～21時00分

駐車場有100台（他施設と兼用）

6時00分～18時00分

有料（１コート、２時間、800円） １ヶ月前から予約受
駐車場有80台(他施設と兼用）
付です。

年末年始

6時00分～21時00分

４月～１２月：６時～２１時 １月～３月：６時～日没

ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス桜ヶ丘ハイツ線「美濃焼
年末年始
団地前」下車（約20分)。徒歩2分。

6時00分～21時00分

駐車場有100台(旭ケ丘弓道場と兼用）

6時00分～21時00分

駐車場有普通乗用車約１５０台収容

9時00分～21時00分

駐車場有100台（旭ケ丘運動広場と兼
用）

年末年始

6時00分～18時00分

グラウンドコンディションによっては使用できないこと
駐車場有30台（市之倉体育館と兼用）
があります。

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,,,,,

年末年始

6時00分～18時00分

グラウンドコンディションによっては使用不可

507-0826
多治見市脇之島町４丁目１０番地

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

年末年始

6時00分～18時00分

駐車場有20台

多治見市共栄テニスコート

507-0018
多治見市高田町１０丁目１７番地の９

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

年末年始

6時00分～21時00分

駐車場有80台（共栄公園駐車場）

多治見市北丘運動広場

507-0064
多治見市北丘町７丁目１３番地２

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,,,,,

年末年始

6時00分～18時00分

冬季は使用不可、また、グラウンドコンディションに
駐車場有30台
よっては使用不可のことがあります。

多治見市滝呂球場

507-0813
多治見市滝呂町１４丁目

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

年末年始

6時00分～18時00分

冬季は使用不可。また、グラウンドコンディションに
駐車場有30台（滝呂テニスコートと兼用）
よっては使用不可。

多治見市笠原向島運動広場

507-0901
多治見市笠原町1651-1

軟式野球,ソフトボール,グラウンド･ゴルフ,レクリ JR中央本線｢多治見｣駅下車､東鉄バスにて笠原庁舎下
年末年始
エーション,軽スポーツ系その他,,,,,
車｡徒歩15分。

6時00分～18時00分

平和マレットゴルフ場

507-0826
多治見市脇之島町３丁目２５番地の１

マレットゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス ホワイトタウン線 北
循環、南循環 「平和公園」下車 徒歩5分 「多治見ホワ 年末年始、雨天等悪天候の場合、休場
イトタウン」下車 徒歩5分

9時00分～17時00分

11月から2月は9:00～16:00です。

駐車場有200台・無料

多治見市三の倉市民の里「地球村」

507-0045
多治見市三の倉町猪場37番地

テニス,ソフトテニス,キャンプ,オリエンテーリン
グ,,,,,,

徒歩:ＪＲ古虎渓駅より３０分。
乗用車:県道多治見-名古屋線月見橋より６分。･愛岐道
火曜日
路諏訪橋よりJR古虎渓駅高架をくぐり5分。・国道19号線
より県道市之倉内津線を通って10分。

8時30分～17時0分

ログハウス、宿泊室で宿泊可能です。
宿泊での利用をされる場合の利用時間は16:00～
翌12:00となります。

駐車場有

多治見市星ケ台運動広場

507-0811
多治見市星ケ台3丁目20番地

少年野球,ソフトボール,サッカー,軽スポーツ系そ
の他,,,,,,

6時00分～18時00分

グラウンドコンディションによっては使用不可

駐車場有

三国山キャンプ場

509-5312
土岐市鶴里町柿野３５１２番地の４

テニス,キャンプ,,,,,,,,

土岐市駅・土岐インターから車で約45分。東海環状自動 期間中無休(但し、7月15日は日帰り利用
車道土岐南多治見インターから車で30分。
できません)

時分～時分

毎年７月１５日～８月３１日のみ開場します。
利用時間：宿泊(15:00～翌10:00)、日帰り(10:00～
15:00)

駐車場有

新陽カントリー倶楽部

509-5311
土岐市鶴里町細野1378-3

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道多治見インターから３０分

定休日なし

8時00分～18時00分

予約が必要。

駐車場有

土岐市土岐津体育館

509-5122
土岐市土岐津町土岐口2046番地の1

バレーボール,バトミントン,ソフトバレーボール,イ
JR中央線土岐市駅下車 車で5分。
ンディアカ,,,,,,

12月29日～翌年1月3日

9時00分～22時00分

申し込み方法： 電話等で予約状況を確認の上、ス
ポーツ振興課窓口にて申請後許可証を発行しま
す。

駐車場有40台 無料

年末年始

ＪＲ多治見駅から東濃鉄道バス桜ヶ丘ハイツ線「美濃焼
月曜日
団地前」（約20分）下車。徒歩2分

年末年始
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駐車場有普通自動車約３０台収容

駐車場有30台

駐車場有

岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
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休館日

利用時間

利用補足
申し込み方法： 電話等で予約状況を確認の上、ス
ポーツ振興課窓口にて申請後許可証を発行しま
す。
申し込み方法： 電話等で予約状況を確認の上、ス
ポーツ振興課窓口にて申請後許可証を発行しま
す。

駐車場

土岐市西部体育館

509-5202
土岐市下石町1015番地の1

バドミントン,ソフトテニス,インディアカ,軽スポーツ
JR中央線土岐市駅下車 車で20分。
系その他,ソフトバレーボール,,,,,

12月29日～翌年1月3日

9時00分～22時00分

土岐市肥田体育館

509-5115
土岐市肥田町肥田1740番地

バレーボール,軽スポーツ系その他,,,,,,,,

JR中央線土岐市駅下車 車で10分。

12月29日～翌年1月3日

9時00分～22時00分

土岐市総合射撃場

509-5301
土岐市妻木町3022番地の33

スキート,トラップ,ライフル,空気銃,,,,,,

東海環状自動車道 土岐南多治見ICより車で20分。
東鉄バス鶴里中沢バス停下車 徒歩10分。

12月29日～1月3日

9時00分～17時00分

土岐市駄知体育館

509-5401
土岐市駄知町1340番地の1

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

JR中央線土岐市駅下車
東鉄バス肥田経由駄知行
東駄知バス停下車 徒歩5分

12月29日～翌年1月3日

9時00分～22時00分

土岐市営大徳原球場

509-5142
土岐市泉町久尻1374番地

軟式野球,,,,,,,,,

JR中央線「土岐市駅」下車 車で5分。

12月29日～12月31日

6時00分～21時00分

土岐市総合公園

509-5202
土岐市下石町2183番地の1

硬式野球,軟式野球,テニス,ソフトテニス,パターゴ
JR中央線「土岐市駅」下車 車で20分。
ルフ,ゲートボール,サッカー,ソフトボール,,

月曜日、祝日の翌日、12月28日～翌年1月
9時00分～21時00分
5日

土岐市総合活動センター

509-5102
土岐市泉町定林寺959-7

陸上競技,軟式野球,硬式野球,テニス,サッカー,ソ JR中央線土岐市駅下車 車で15分。
フトテニス,,,,
中央自動車道 土岐ICより車で5分。

月曜日、祝日の翌日、12月29日～翌年1月
9時00分～17時00分
3日

敷島公園 野球場

509-5301
土岐市妻木町3047-1

軟式野球,硬式野球,,,,,,,,

12月29日～12月31日

土岐市スポーツセンター

509-5125
土岐市御幸町1丁目49番地

1.平日の午前 2.毎週火曜日(祝日にあた
る場合は、開館するが翌水曜日及び木曜
バレーボール,バスケットボール,バドミントン,イン JR中央線『土岐市駅』下車。その後、駅前東鉄バス(駄
日が休館) 3.祝日の翌日(日曜日にあたる 13時00分～21時30分
ディアカ,ソフトバレーボール,テニス,,,,
知線)乗車後、『御幸町』にて降車し、そこから徒歩10分。
場合、開館し、その翌日が休館) 4.12月28
日～1月5日

瑞浪市民競技場

509-6133
瑞浪市明世町戸狩143

ソフトボール,陸上競技,サッカー,,,,,,,

中央自動車道瑞浪Ｉ.Ｃ北側（市民公園内）
JR中央本線「瑞浪」駅下車、徒歩30分

火曜日、祝日の翌日、年末年始：12/28～
9時00分～19時00分
1/4

瑞浪市民野球場

509-6133
瑞浪市明世町戸狩138

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

JR中央本線「瑞浪」駅下車、徒歩30分
中央自動車道瑞浪ICから3分（北側）

火曜日 祝日の翌日 年末年始：12/28～
9時00分～21時00分
1/4

夜間利用期間：4/1～11/30

瑞浪市民体育館

509-6133
瑞浪市明世町戸狩191

新体操,バスケットボール,バレーボール,バドミン ＪＲ中央本線「瑞浪」駅下車、徒歩30分。
トン,卓球,ソフトテニス,テニス,柔道,剣道,空手道 中央自動車道瑞浪ＩＣから3分

火曜日 国民の祝日の翌日 年末年始：
12/28～1/4

シャワー室、更衣室、医務室、ミーティングルーム等
駐車場有
があります。

瑞浪市民テニスコート

509-6133
瑞浪市明世町戸狩189-1

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

JR中央本線「瑞浪」駅下車、徒歩30分。
中央自動車道瑞浪ICから3分（北側）

火曜日 祝日の翌日 年末年始日：12/28
6時00分～21時30分
～1/4

瑞浪市民アーチェリー場

509-6133
瑞浪市明世町戸狩205

アーチェリー,,,,,,,,,

JR中央本線「瑞浪」駅下車、徒歩30分
中央自動車道瑞浪ICから3分（北側）

火曜日 祝日の翌日 年末年始：12/28～
9時00分～19時00分
1/4

デイリー瑞浪カントリー倶楽部

509-6472
瑞浪市釜戸町1069

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲかまど駅（中央線）からタクシーにて約10分。
瑞浪ICよりR19経由14km約20分

年末年始：12/31-1/1

瑞陵ゴルフ倶楽部

509-6101
瑞浪市土岐町8263-31

ゴルフ,,,,,,,,,

東濃カントリー倶楽部

509-6362
瑞浪市陶町水上830

花の木ゴルフクラブ

JR中央線土岐市駅より車で30分。

6時00分～21時00分

9時00分～21時00分

駐車場有50台、無料

駐車場有25台、無料

駐車場有５０台、無料
申し込み方法： 電話等で予約状況を確認の上、ス
ポーツ振興課窓口にて申請後許可証を発行
駐車場有80台、無料
トレーニングルームは事前に利用者講習会の受講
が必要です。
申し込み方法： 電話等で予約状況を確認の上、ス
ポーツ振興課窓口にて申請後許可証を発行しま
駐車場有100台・無料
す。
11月1日～4月14日までは9:00～17:00です。
ゲートボールの利用料金は無料です。
駐車場有
施設の使用には使用許可申請書が必要です。
駐車場有80台・無料
申込方法：電話等で予約状況を確認の上、スポーツ
振興課窓口にて申請後許可証を発行
駐車場有50台・無料
11月1日～4月14日までは9:00～17:00です。

土・日・祝日は午前9時から利用可能

駐車場有約10台・無料

駐車場有

夜間利用期間：4/1～11/30

駐車場有

駐車場有

駐車場有

8時00分～17時00分

レンタル料金：フルセット3,000円～

駐車場有

（車）中央自動車道瑞浪ＩＣからR19バイパス経由にて15
月曜日
分。

8時00分～17時00分

レンタル料3,000円

駐車場有

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「瑞浪」駅下車、東鉄バス明智行で約20分、
無休
水上で下車、徒歩7分。車は瑞浪インターから20分。

8時00分～17時00分

メンバー制なのでメンバーの紹介、エントリーが必
要。月・金曜日はノーキャディーのサービスデーで
す。
レンタル料2,000円

駐車場有170台

509-6251
瑞浪市日吉町8675

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道土岐インターからR21経由で約15分

不定休

7時00分～18時00分

年末年始休館日12/31・1/1
貸しクラブ料3,000円 5人乗りカート1台4,000円

駐車場有

みずなみカントリー倶楽部

509-6472
瑞浪市釜戸町字大洞2383-1

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「瑞浪」駅下車、車で20分
中央自動車道瑞浪ICから約20分

月曜日

時分～時分

予約組数により利用時間不定
貸しクラブ料3,000円

駐車場有150台 無料

瑞浪化石ＯＬパーマネントコース

509-6100
瑞浪市明世町?日吉町

オリエンテーリング,,,,,,,,,

（車）中央自動車道瑞浪ＩＣから3分（瑞浪市民公園内）

9時00分～17時00分

駐車場有

日吉マレットゴルフ場

509-6251
瑞浪市日吉町6261-1

マレットゴルフ,,,,,,,,,

中央自動車道瑞浪ICから北へ約20分

時分～時分

駐車場有

日吉ハイランド倶楽部

509-6251
瑞浪市日吉町8004番地の25

ゴルフ,,,,,,,,,

中央自動車道瑞浪ＩＣから13km

金曜日

7時30分～17時00分

年末年始休館日：12/31・1/1

瑞浪高原ゴルフ倶楽部

509-6101
瑞浪市土岐町4858-4

ゴルフ,,,,,,,,,

中央自動車道 瑞浪ＩＣより8.5ｋｍ
中央本線 瑞浪駅下車 瑞浪駅よりクラブバス１５分

無し

時分～時分

平日は早朝から利用可能です。
ロッカールーム、談話室、大浴場が完備されていま 駐車場有250台 無料
す。

ベルフラワーカントリー倶楽部

509-6251
瑞浪市日吉町8671-1

ゴルフ,,,,,,,,,

JR瑞浪駅または土岐市駅より15～20分
中央自動車道土岐ICより約14km（15分）

7、8月の木曜日

8時00分～17時00分

希望があれば延長も可能です。
年末年始休館日：12/31、1/1

駐車場有180台 無料

瑞浪トーカイカントリークラブ

509-6472
瑞浪市釜戸町4605

ゴルフ,,,,,,,,,

JR中央本線「釜戸」駅下車、タクシーで約15分

無し

8時00分～時分

夏期土日祝日は7:00から使用可能です。

駐車場有180台 無料
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駐車場有184台 無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
施設

住所

種目
サッカー,ソフトボール,バスケットボール,バレー
ボール,バドミントン,卓球,ソフトテニス,テニス,軟
式野球,各種軽スポーツ
,バレーボール,バドミントン,卓球,インディアカ,ソ
フトバレーボール,レクリエーション,軽スポーツ系
その他,,

交通概要
（車）中央自動車道恵那インターから５分、市街地中心
部から車で約10分

休館日

恵那市まきがね公園体育施設

509-7205
恵那市長島町中野1269-389

恵那市市民会館

509-7203
恵那市長島町正家1丁目3番地21

恵那市岩村グラウンド

509-7401
恵那市岩村町飯羽間2981番地の1

陸上競技,軟式野球,硬式野球,ソフトボール,ジョ （車）中央自動車道恵那インターから20分。（鉄道）ＪＲ恵
年末年始
ギング,ウォーキング,軽スポーツ系その他,,,
那駅から明知鉄道で30分。

恵那市山岡グラウンド

509-7603
恵那市山岡町上手向1161-1

軟式野球,サッカー,,ソフトボール,,ジョギング,
ウォーキング,軽スポーツ系その他,,

恵那市山岡弓道場

509-7600
恵那市山岡町下手向1636-1

弓道,,,,,,,,,

アドニスゴルフクラブ

509-7511
恵那市上矢作町湊原５７２－２１０

ゴルフ,,,,,,,,,

富士カントリー明智ゴルフ倶楽部明智ゴルフ場

509-7726
恵那市明智町吉良見字西山980-2

根の上高原ＯＬパーマネントコース

利用時間

月曜日（祝祭日の場合は翌日）・年末年始 9時00分～21時30分

利用補足

駐車場

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有180台（その内バス8台）
ださい。

（車）中央自動車道恵那インターから５分、ＪＲ恵那駅か 毎週月曜日（祝祭日の場合は翌日）・年末
9時00分～21時30分
ら徒歩10分。
年始

駐車場有10台

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有
ださい。

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有
ださい。

9時00分～21時30分

普門寺に隣接
利用料金については、下記問合せ先にて確認してく 駐車場有10台
ださい。

（車）恵那Ｉ・Ｃから２２km、35分。363号線大川から25km、
毎週金曜日
40分。R153号線稲武から１８km、30分

時分～時分

原則として会員の紹介が必要。 ＭＣカード、ＤＣ
カードの会員は予約できる。

駐車場有１７３台収容

ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「瑞浪」駅下車、名古屋から快速で４５分。

無し

8時00分～18時00分

レンタル料2,000円

駐車場有

509-7202
恵那市東野２３９０－１

オリエンテーリング,,,,,,,,,

（車）中央自動車道恵那インターから１２km３０分

無し

時分～時分

恵那市上矢作体育館

509-7511
恵那市上矢作町漆原33-2

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,,,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく 駐車場有上矢作振興事務所の駐車場を
ださい。
利用。

恵那市山岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

509-7603
恵那市山岡町下手向33-1

ＪＲ中央本線「恵那」駅下車、明知鉄道に乗替え、山岡駅
ソフトボール,バスケットボール,バレーボール,バ
下車、徒歩20分。
毎週月曜日・年末年始
ドミントン,卓球,柔道,剣道,プール,テニス,サッカー
中央自動車道 恵那ICから車で30分。

9時00分～21時30分

プール利用は6月～9月
利用料金については、下記問合せ先にて確認してく 駐車場有
ださい。

県民休養林「望郷の森」

509-8231
恵那市中野方町4443-1

キャンプ,レクリエーション,,,,,,,,

無し

時分～時分

山開き7/1～8/31まで、それ以外はフリーです。
トイレ、東屋を利用できます。

奥矢作レクリエーションセンター

509-7814
恵那市串原１１４９－２

バスケットボール,バレーボール,バドミントン,テニ
ス,硬式野球,ペタンク,,,,

年末年始

9時00分～21時00分

恵那峡カントリークラブ

509-7205
恵那市長島町中野1269-51

ゴルフ,,,,,,,,,

名古屋インターから中央自動車道を利用して恵那イン
ターまで約４５分、そこよりクラブまで約１０分

無し

8時00分～時分

終了時間は日没まで。
利用時間は季節により変動します。

恵那市上矢作弓道場

509-7511
恵那市上矢作町漆原48-1

弓道,,,,,,,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有
ださい。

飯地高原自然テント村

509-8232
恵那市飯地町702-1

マレットゴルフ,キャンプ,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「恵那」駅下車、東鉄バス飯地線沢尻バス
停下車、徒歩約１０分。

無し

9時00分～17時00分

上記の利用形態はマレットゴルフの場合です。キャ
駐車場有料金無料です。
ンプの施設利用は７月1日～9月30日までです。

根の上高原国民休養地

509-7202
恵那市東野保古の湖畔

マレットゴルフ,グラウンドゴルフ,オリエンテーリン
グ,テニス,キャンプ,,,,,

無し

9時00分～18時00分

駐車場有普通車100台、無料

08時30分～17時00分

駐車場有30台 無料

時分～時分

駐車場有50台 無料

9時00分～17時00分

駐車場有50台無料

笠置山マレットゴルフ場

阿木川公園マレットゴルフ場

飯地高原マレットゴルフ場

恵那市中野方グラウンド

恵那市南部農業者トレーニングセンター

恵那市笠置町姫栗

恵那市長島町正家2丁目117番地

恵那市飯地町702-1

ＪＲ中央本線「恵那」駅下車、明知鉄道に乗替え山岡駅
下車徒歩20分
年末年始
中央自動車道 恵那ICから車で30分
ＪＲ中央本線「恵那」駅下車、明知線に乗替え｢山岡｣駅
下車 徒歩20分
中央自動車道 恵那ICから車で30分

（車）中央自動車道恵那インターから45分

マレットゴルフ,,,,,,,,,

マレットゴルフ,多目的広場,ゲートボール,,,,,,,

無し

マレットゴルフ,キャンプ,,,,,,,,

恵那市中野方町2551-5

サッカー,軟式野球,ソフトボール,ジョギング,
ウォーキング,軽スポーツ系その他,,,,

恵那市三郷町野井1355-3

バレーボール,バドミントン,卓球,ソフトボール,
ゲートボール,,,,,

中央自動車道恵那ICより約15分。

駐車場有

駐車場有1200㎡の広場

駐車場有

駐車場有196台・無料

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有
ださい。

月曜日（祝日の場合はその翌日）・年末年
6時00分～22時00分
始

体育館は8:30～22:00まで、運動広場は6:00～19:00
まで利用可能です。
駐車場有
利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
ださい。

年末年始

恵那市山岡テニスコート

509-7607
恵那市山岡町下手向33-1

テニス,ソフトテニス,,,,,,,,

JR中央線「恵那駅」下車。明智鉄道乗り換え山岡駅下車
年末年始
中央自動車道 恵那ICから車で30分

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有20台 無料
ださい。

恵那市まきがね公園多目的広場

509-7205
恵那市長島町中野1269-389

陸上競技,サッカー,ソフトボール,レクリエーショ
ン,軽スポーツ系その他,,,,,

中央自動車道恵那ICから約5分

月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有180台

恵那市まきがね公園体育館

509-7205
恵那市長島町中野1269-389

ハンドボール,バスケットボール,バレーボール,バ
中央自動車道恵那ICより５分
ドミントン,卓球,,レクリエーション,軽スポーツ系そ
街地中心部から車で約10分
の他,,

月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有180台

恵那市まきがね公園テニスコート

509-7205
恵那市長島町中野1269-389

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

中央自動車道恵那ICより5分

月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有180台

恵那市まきがね公園野球場

509-7205
恵那市長島町中野1269-389

軟式野球,ソフトボール,,,,,,,,

中央自動車道恵那ICより5分

月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有180台
ださい。
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岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
施設

住所

恵那市まきがね公園弓道場

509-7205
恵那市長島町中野1267-13

弓道,,,,,,,,,

中央自動車道恵那ICより5分

月曜日（祝日の場合は翌日）・年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については,、下記問合せ先にて確認して
駐車場有19台
下さい。

恵那市上矢作 グラウンド

509-7511
恵那市上矢作町漆原41-4

軟式野球,,ソフトボール,サッカー,ジョギング,
ウォーキング,軽スポーツ系その他,,,

中央自動車道 恵那ICより車で40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については下記問合せ先にて確認してく
ださい。

恵那市笠置町毛呂窪1047-1

軟式野球,ソフトボール,ジョギング,軽スポーツ系
中央自動車道 恵那ICから車で20分
その他,ウォーキング,,,,,

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認してく
駐車場有
ださい。

恵那市明智グラウンド

509-7731
恵那市明智町947番地9

,軟式野球,ジョギング,ウォーキング,軽スポーツ
系その他,ソフトボール,,,,

中央自動車道恵那ICから40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有

明智B&G海洋センター

509-7731
恵那市明智町1138番地1

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,プー
ル,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

毎週月曜日・年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。＾

駐車場有

恵那市明智弓道場

509-7731
恵那市明智町138番地1

弓道,,,,,,,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有

恵那市明智武道館

509-7731
恵那市明智町60番地3

柔道,剣道,空手道,,,,,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

年末年始

9時00分～21時30分

利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有

水泳,,,,,,,,,

中央自動車道 恵那ICから車で40分

夏休み期間中：毎週月曜日 夏休み以外：
13時00分～17時00分
月～金 休館

開館期間は6月～9月第1週まで
利用料金については、下記問合せ先にて確認して
下さい。

駐車場有15台

恵那市毛呂窪グラウンド

恵那市上矢作プール

根の上高原マレットゴルフ場

恵那市上矢作町1827-1

恵那市東野2390-165

種目

交通概要

マレットゴルフ,グラウンド･ゴルフ,ディスクゴル
フ,,,,,,,
水泳,バスケットボール,バレーボール,柔道,剣道,
空手道,レクリエーション,インディアカ,エアロビク
ス,ソフトバレーボール
水泳,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,ソフトバレー
ボール,

休館日

利用時間

無し

9時00分～18時00分

ＪＲ中央本線「中津川駅」、ＪＲ下呂駅から車で約30分、
付知総合事務所から南100ｍ。

毎週月曜日、年末年始（12/28～1/4）、
プール（10/1～5/31）

9時00分～22時00分

ＪＲ中央本線「中津川駅」下車?北恵那交通定期バス付
知峡線長根バス停下車～徒歩１０分

月曜日

9時00分～22時00分

利用補足

駐車場

駐車場有

駐車場有100台無料

付知Ｂ＆Ｇ海洋センター

508-0351
中津川市付知町5692

福岡Ｂ＆Ｇ海洋センター

508-0203
中津川市福岡2-9

付知中央河川公園テニスコート

508-0351
中津川市付知町中央河川公園内

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「中津川駅」、ＪＲ下呂駅から車で約30分、
付知中央河川公園内

無し

8時30分～22時00分

年末年始は要予約。
個人使用料：320円（町内在住者)、それ以外は480 駐車場有50台
円

付知中央河川公園グラウンド

508-0351
中津川市付知中央河川公園内

サッカー,ラグビー,ソフトボール,,,,,,,

ＪＲ中央本線「中津川駅」、ＪＲ下呂駅から車で約30分、
付知中央河川公園内

年中無休

8時30分～17時00分

年末年始は要予約、ナイターなし

駐車場有50台

付知グラウンド

508-0351
中津川市付知町尾ヶ平地内

軟式野球,ソフトボール,,レクリエーション,,,,,,

ＪＲ中央本線「中津川駅」、ＪＲ下呂駅から車で約30分

無し

6時30分～21時30分

年末年始は要予約

駐車場有100台

福岡北運動場

508-0201
中津川市田瀬1816

サッカー,軟式野球,ソフトボール,ゲートボール,,,,,,

ＪＲ中央本線「中津川駅」下車 北恵那交通定期バス付
無し
知峡線島田橋バス停下車～徒歩５分

9時00分～22時00分

蛭川ミニゴルフ場

509-8301
中津川市蛭川2193-1

ターゲット・バードゴルフ,グラウンド･ゴルフ,,,,,,,,

JR恵那駅から、東鉄バス｢蛭川和田行」にて｢蛭川総合
事務所前｣下車｡

無し

8時30分～17時00分

椛の湖オートキャンプ場

509-7200
中津川市坂下町上野５８９－１７

テニス,,,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川インターから国道１９号松本
方面へ約１４ｋｍ。坂下町から約１０分で椛の湖畔へ。

１２月１日～２月２８日

時分～時分

付知峡北恵那キャンプ場

508-0351
中津川市付知町島畑

レクリエーション,キャンプ,釣り,,,,,,,

（車）中央道中津川ＩＣから下呂方面へ約30分、付知峡口
シーズン中は無し
標識から約15分、中津川駅から路線バス有り。

森林キャンプ場

508-0351
中津川市付知町字島畑

テニス,キャンプ,釣り,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川ＩＣから下呂方面へR257を利
用し30分、付知峡Ｄ信号を右折して15分

宮島キャンプ場

508-0351
中津川市付知町下浦

キャンプ,釣り,,,,,,,,

アオミキャンプ場

508-0351
中津川市付知町宮の上

キャンプ,釣り,,,,,,,,

塔の岩オートキャンプ場

508-0351
中津川市付知町字端小屋

キャンプ,釣り,水遊び,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川ＩＣから下呂方面へR257を利
用し約30分。案内板あり。

シーズン中は無し

13時00分～11時00分

フォーティーンヒルズカントリークラブ

509-7322
中津川市飯沼

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道恵那ICから約25分。

年末年始：1/1

7時00分～17時00分

夕森キャンプ場

509-9201
中津川市川上1057-4

キャンプ,登山,ウォーキング,釣り,自然散策,,,,,

中央自動車道中津川ICを降りて国道19を松本方面へ20
分程北上｡新弥栄橋を下呂・坂下方面へ左折国道256、 10月～翌年3月まで(シーズンオフ)
県道3を走り10分で県道411の分岐。北上｡

時分～時分

Ｂｅ－Ｇｒｅｅｎ日和立

508-0351
中津川市付知町字日和立

キャンプ,釣り,,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川ＩＣから下呂方面へR257を利
用し30分、付知峡口信号を右折して20分

14時00分～11時00分

シーズン中は無し

ＪＲ「中津川」駅下車、北恵那交通バス付知峡倉屋温泉
下車、徒歩40分
期間中は無し
（車）中央道中津川ＩＣから50分
ＪＲ「中津川」駅下車、北恵那交通バス付知峡線「付知
キャンプ場」下車、徒歩10分（夏期のみ運行）。（車）中央 期間中は無し
道中津川ＩＣから約50分。
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シーズン中は無し

市行事等により休館日の変更があります。

駐車場有200台

駐車場有普通車50台

駐車場有普通車50台

１日 ５２５円 １時間以内 ８０円

駐車場有

駐車場有

13時00分～11時00分

開館期間5月上旬～9月下旬
入場料 （デイキャンプ、日帰り）大人300円
オートテントサイト4,500円～
バンガロー14,000～21,000円

13時00分～11時00分

開設期間：5/上旬～10/中旬完全予約制、当日でも
空があれば可能。アメニティキャビン1棟（休日）
51,500円～72,000円、（平日）46,500円～67,000
駐車場有有料
円）。プチキャビン1棟：（休日）12,500円～25,000
円、（平日）10,500円～23,000円

13時00分～11時00分

13時00分～11時00分

駐車場有1日1,000円（普通車）

営業期間4月下旬～9月下旬
持ち込みテント1張3,000円 ・バンガロー1棟5,000円 駐車場有100台(1泊1000円)・有料
～28,000円
営業期間4月下旬～9月下旬
バンガロー 5,000～大部屋40,000円・持ち込みテン 駐車場有100台(1泊1000円)
ト1張 3,000円、オート5,000円
開設期間：4/下旬～10/31
完全予約制、ただし空きがあれば当日でも可能
駐車場有
キャンプサイト1区画5,200円
組数によって多少利用時間が、変更になります。

駐車場有200台

駐車場有無料
開設期間：4月下旬～10/31・完全予約制、当日でも
空があれば可能
駐車場有
家族用平日19,000円、休前日25,000円・団体用平
日51,500円、休前日61,500円

岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

乙女渓谷キャンプ場

508-0421
中津川市加子母小郷

キャンプ,釣り,ウォーキング,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川インターから５０分

明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場

509-8301
中津川市蛭川5735-3

ウォークラリー,ゴルフ,,,,,,,,

ＪＲ中央本線「恵那」駅下車、タクシーで約１５分

ユーグリーン中津川ゴルフ倶楽部

509-9132
中津川市茄子川字中垣外1688-154

ゴルフ,,,,,,,,,

（車）中央自動車道中津川ICから5分
ＪＲ中央本線・美乃坂本駅から8分

無休

8時00分～17時00分

季節により利用時間の変動あります。

駐車場有

川上運動公園

509-9201
中津川市川上1427-6

テニス,軟式野球,ソフトボール,弓道,サッカー,,,,,

ＪＲ中央本線坂下駅下車、濃飛バス乗り換え１５分。

年末年始（12/28～1/3）

8時30分～21時30分

受付、予約は「かたらいの里」0573-74-0123 へ

駐車場有普通車20台

蛭川ひとつばたご広場

509-8301
中津川市蛭川2189-1

ゲートボール,レクリエーション,グランド･ゴルフ,
ペタンク,,,,,,

ＪＲ恵那駅から、東鉄バス「蛭川和田行」にて「蛭川総合
無し
事務所前」下車

8時30分～21時30分

夜間照明1時間320円 （市外半日1,080円1日2,160
駐車場有
円夜間540円）

加子母弓道場

508-0421
中津川市加子母3885-1

弓道,,,,,,,,,

ＪＲ中央線「中津川」駅下車北恵那バス福崎公園停下車
12月28日～1月4日
徒歩２０分

8時00分～22時00分

利用料金 １人１時間１００円。会員年間２０６０円。
駐車場有普通車３０台
団体・占用1時間１０３０円。

福岡弓道場

508-0203
中津川市福岡2-9

弓道,,,,,,,,,

ＪＲ中央線「中津川」駅下車-北恵那交通定期バス付知
峡線長根バス停下車、徒歩１０分

9時00分～22時00分

駐車場有普通車20台

曙松林公園グラウンドゴルフ場

508-0203
中津川市福岡1-22

グランド･ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中央線「中津川」駅下車～北恵那交通定期バス付知
月曜日
峡線長根バス停下車～徒歩１０分

9時00分～17時00分

駐車場有普通車20台

付知弓道場

508-0351
中津川市付知町小栗山

弓道,,,,,,,,,

ＪＲ中津川駅、ＪＲ下呂駅より車で約30分 Ｂ＆Ｇ海洋セ
12/28～1/4
ンター西側

9時00分～22時00分

駐車場有200台（Ｂ＆Ｇと兼用）

付知中央河川公園グラウンドゴルフ場

508-0351
中津川市付知中央河川公園内

グラウンド･ゴルフ,,,,,,,,,

ＪＲ中津川駅、ＪＲ下呂駅より車で30分、付知中央河川
公園内

8時30分～17時00分

予約無し、無料で利用できます。

本谷オートキャンプ場

508-0351
中津川市付知町字島畑

キャンプ,釣り,川遊び,,,,,,,

中央自動車道中津川ICから下呂方面へR257を利用し約
シーズン中は無し
30分。付知峡口信号を右折して約15分。

13時00分～11時00分

開設期間：5/上旬～10/中旬
テントサイト1区画5,200円（車1台、テント1張、5名ま
で）完全予約制。当日でも空きがあれば可能。プチ 駐車場有基本１台まで無料
キャビン 1棟(平日)14,500円15,500円(休日)16,500
円17,500円。

付知川河川公園パターゴルフ場

508-0351
中津川市付知中央河川公園内

パターゴルフ,,,,,,,,,

JR中津川駅・JR下呂駅より車で約30分、付知中央河川
無し
公園内

8時30分～17時00分

予約無し、無料で利用できます。

駐車場有50台 無料

サンライフ中津川

508-0015
中津川市手賀野172-1

バスケットボール,バレーボール,卓球,バドミント
ン,トレーニング,軽スポーツ系その他,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日、年末年始休館日：12/27～1/5 9時00分～21時30分

日、月、祝日は9:00～17:00
使用料 全面1時間1,400円、1/3面1時間540円

駐車場有

中津川市民運動場

508-0015
中津川市手賀野169-1

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,サッカー,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日

9時00分～21時00分

年末年始休館日12/27～1/5
使用料1時間210円 夜間照明施設(30分）1,510円

駐車場有

中津川市弓道場

508-0015
中津川市手賀野169-1

弓道,,,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日

9時00分～21時00分

年末年始休館日：12/27～1/5

駐車場有

中津川市北部体育館

509-9131
中津川市千旦林1573-45

バレーボール,バドミントン,,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日

9時00分～21時30分

中津川市民プール

508-0011
中津川市駒場1658-23

水泳,,,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

不定休

10時00分～19時00分

中津川市トレーニングセンター

508-0101
中津川市苗木4610-63

トレーニング,軽スポーツ系その他,バレーボー
ル,バドミントン,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日

9時00分～21時30分

年末年始休館日：12/27～1/5
トレーニングルーム使用料（1時間）：半面270円 全 駐車場有
面540円

中津川公園多目的広場

509-9132
中津川市茄子川1683-1031

サッカー,軟式野球,ソフトボール,軽スポーツ系そ JR中央本線「美乃坂本駅」下車 徒歩５０分、タクシー約
第3火曜日
の他,,,,,,
７分

9時00分～21時00分

年末年始休業日：12/27～1/5

駐車場有

苗木公園野球場

508-0101
中津川市苗木4597

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日

9時00分～21時00分

施設使用料（1時間）：750円
夜間照明使用（30分）：1,510円

駐車場有

苗木公園テニスコート

508-0101
中津川市苗木4597

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車

第3火曜日、年末年始休館日：12/27～1/5 9時00分～21時00分

12月～2月の使用時間は9:00～17:00になります。

駐車場有

中津川公園競技場

509-9132
中津川市茄子川1683-1031

陸上競技,サッカー,,,,,,,,

JR中央本線「美乃坂本駅」下車 徒歩５０分、タクシー約
第3火曜日、年末年始休館日：12/27～1/5 9時00分～21時00分
７分

駐車場有

中津川公園テニスコート

509-9132
中津川市茄子川1683-1031

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

JR中央本線「美乃坂本駅」下車 徒歩５０分、タクシー約
第3火曜日、年末年始休館日：12/27～1/5 9時00分～21時00分
７分

日祝、月曜日、12月～2月の使用時間は9：00～17：
00になります。
駐車場有
施設使用料（1時間）：430円、夜間照明施設（1コー
ト30分）：270円

福岡マレットゴルフ場（見晴の郷）

508-0204
中津川市高山2198-1

マレットゴルフ,,,,,,,,,

JR中央本線「中津川駅」下車～北恵那交通定期バス付
無し
知峡線高山バス停下車

施設使用料1人300円 道具使用料1人200円
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9月1日～7月中旬

12時00分～11時00分

予約は3月1日～受けています。

7時00分～19時30分

無し

無し

9時00分～17時00分

駐車場有普通車50台駐車可能。有料。

駐車場有２５０台収容

駐車場有50台 無料

年末年始休館日：12/27～1/5
日祝・月曜日の利用時間は9:00～17:00になりま
駐車場有
す。
施設使用料：全面・・1時間540円 半面・・1時間270
午前：10:00～12:00 午後：13:00～16:00 夜間：
17:00～19:00
※夜間の利用は高校生以上に限ります。
駐車場有
施設使用料：市内小中学生：100円 市内大人：210
円
市外小中学生：150円 市外大人：310円

駐車場有30台 無料

岐阜県内にあるスポーツ施設【東濃地区】
施設

住所

種目

交通概要

休館日

利用時間

利用補足

駐車場

時分～時分

営業期間：4月～10月
ＧＷ・夏休み期間、連休等 チェックイン15:00～
18:00、アウトは14:00、それ以外は9:00～17:00まで 駐車場有
の間でイン･アウトとも自由です。 ロッジのチェックイ
ン15:00～、アウト11:00

軟式野球,硬式野球,サッカー,レクリエーション,軽 ＪＲ恵那駅から、東鉄バス「蛭川和田行」にて「蛭川総合
無し
スポーツ系その他,,,,,
事務所前」下車。

8時30分～17時30分

使用料 市内の方１時間１６０円、夜間照明料 ３０
駐車場有
分１，０３０円

ソフトテニス,テニス,,,,,,,,

ＪＲ恵那駅から、東鉄バス「蛭川和田行」にて「蛭川総合
無し
事務所前」下車。

8時30分～21時30分

１面１時間１００円 夜間照明料３０分５１０円 （市
外５割増）

駐車場有

508-0351
中津川市付知町尾ヶ平

マレットゴルフ,,,,,,,,,

JR中央本線｢中津川駅｣、JR下呂駅から車で約30分。

無し

8時30分～17時00分

予約無し、無料で使用できます｡

駐車場有100台 無料

中津川市馬籠総合グラウンド

509-0502
中津川市馬籠5729-37

サッカー,軟式野球,ソフトボール,,,,,,,

JR中央線｢坂下駅｣下車-濃飛乗合バス馬籠バス停下
車,徒歩15分。

12～2月（ただし、夜間照明施設使用は12
8時00分～21時30分
～3月)

全面1時間760円、半面1時間380円、夜間照明1回
駐車場有20台 無料
につき3,660円(市外5割増)

坂下総合体育館

509-9332
中津川市坂下1512-1

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,,,,

(電車)JR中央西線坂下駅よりタクシー5分
(車)中央道中津川ICより25分

毎週月曜日、12/26～1/5

9時00分～22時00分

日・祝日は9：00～17：00

椛の湖総合グラウンド

509-9232
中津川市坂下5178

陸上競技,軟式野球,ソフトボール,,,,,,,

(電車)JR中央西線坂下駅
(車)中央道中津川ICより30分

12/26～1/5

8時00分～21時30分

駐車場有200台 無料

509-9132
中津川市茄子川1683-1031

軟式野球,硬式野球,ソフトボール,,,,,,,

ＪＲ中央本線「美乃坂本駅」下車 徒歩50分、タクシー約
第３火曜日
7分

9時00分～21時00分

駐車場有180台・無料

加子母Ｂ＆Ｇ海洋センター

509-2312
下呂市御厩野3015-102

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,水泳,

ＪＲ高山本線「下呂」駅下車、濃飛バス裏木曽線舞台峠
月曜日
下車、徒歩１分。または車で20分。

9時00分～21時30分

年末年始休館日12/28～1/4
プール利用期間：6月上旬～9月下旬

加子母Ｂ＆Ｇ海洋センタープール

509-2312
下呂市御厩野3015-102

水泳,,,,,,,,,

ＪＲ高山本線「下呂」駅下車濃飛バス裏木曽線舞台峠下
月曜日、オフシーズン。
車徒歩１分

9時00分～21時00分

利用期間 6月～9月末
日曜日は9:00～17:00まで
駐車場有70台 無料
保育園児以下：無料 保育園・小中学生：100円 高
校生以上：310円

舞台峠ドーム

509-2312
下呂市御厩野3015-66

テニス,ゲートボール,,,,,,,,

JR高山本線「下呂駅」から濃飛バス裏木曽線舞台峠下
月曜日
車、または車で20分

9時00分～21時00分

年末年始休館日12/27～1/5
日曜日営業時間：9:00～17:00
夜間照明完備

福岡ローマン渓谷オートキャンプ場

508-0203
中津川市福岡1017-1

キャンプ,グラウンド･ゴルフ,釣り,,,,,,,

蛭川運動公園

509-8301
中津川市蛭川2193-1

蛭川運動公園テニス場

509-8301
中津川市蛭川4903-1

付知マレットゴルフ場

中津川公園野球場

夜明け前スタジアム

中央自動車道中津川ICから国道１９号線中津川・木曽
福島方面へ（約20分）
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営業期間中は無し

駐車場有100台 無料

駐車場有70台 無料

駐車場有20台 無料

