
北 海 道 で 合 宿 を

(体育館競技編）



更衣室 ｼｬﾜｰ室 ﾄｲﾚ（洋） 貸切 ジム プール オリンピック パラリンピック

1 夕張市 文化スポーツセンター ○ × ○ ○ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン

ボッチャ、ゴールボール、車いすバ

スケ、車いすフェンシング、ウィル

チェアラグビー

総合体育館 ○ ○ ○ △ × ×

北村トレーニングセンター ○ ○ ○ △ ○ ×

北海道教育大学岩見沢校
第3体育館

○ ○ ○ △ ○ ×

3 美唄市 総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 車いすバスケ プールは隣接して有り

4 芦別市 総合体育館 ○ ○ ○ ○ × ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン
シッティングバレー、車いすバスケ ジムとプールはホテルに隣接

滝川市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第一体育館 ○ ○ ○ ○ × ×

滝川市ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ第二体育館 ○ × ○ ○ × ×

6 深川市 総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン プールは市内に有り

北区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×
ボクシング、バレー、バスケ、卓

球、バドミントン

東区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×

白石区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×

厚別区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×

豊平区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン

清田区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

南区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×

西区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

手稲区体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×

中島体育センター ○ ○ ○ ○ ○ ×

美香保体育館 ○ ○ ○ ○ × ×

8 江別市
野幌総合運動公園
総合体育館

○ ○ ○ ○ × ○
ボクシング、バレー、体操、バス

ケ、レスリング、ハンドボール、フェ

ンシング、バドミントン

ボッチャ、卓球、シッティングバ

レー、車いすバスケ
プールは隣接して有り

9 千歳市 スポーツセンター ○ ○ ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン 車いすバスケ プールは市内に有り

10 北広島市 総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン
ゴールボール、卓球、シッティング

バレー、車いすバスケ

11 倶知安町 総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ ○ バレー、バスケ、バドミントン
シッティングバレー、車いすバス

ケ、バトミントン

12 泊村 アイスセンター体育館 ○ ○ ○ ○ ○ × バレー、バドミントン
ボッチャ、ゴールボール、シッティ

ングバレー

13 苫小牧市 総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン
卓球 プールは市内に有り

14 伊達市 総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ ○ バレー、バスケ、卓球、バドミントン
卓球、シッティングバレー、車いす

バスケ

備　考

7 札幌市

バレー、バスケ、卓球、バドミントン

岩見沢市

ボッチャ、卓球、シッティングバ

レー、車いすバスケ、ウィルチェア

ラグビー

バレー、バスケ、卓球、バドミントン

ゴールボール、卓球、シッティング

バレー、車いすバスケ、ウィルチェ

アラグビー

互いに隣接

ボッチャ、ゴールボール、卓球、

シッティングバレー、車いすフェン

シング、ウィルチェアラグビー

ハンドボール、卓球、フェンシン

グ、バドミントン

○スポーツ合宿：道内体育館一覧

2

自治体名 体育館名称
トレーニング施設（体育館）の概要 競技

5 滝川市



更衣室 ｼｬﾜｰ室 ﾄｲﾚ（洋） 貸切 ジム プール オリンピック パラリンピック

函館アリーナメインアリーナ ○ ○ ○ △ ○ ×
バレー、体操、バスケ、ハンドボー

ル、卓球、バドミントン

函館アリーナサブアリーナ ○ ○ ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン

15 北斗市 運動公園総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ バレー、バスケ、バドミントン

ボッチャ、ゴールボール、シッティ

ングバレー、車いすバスケ、ウィル

チェアラグビー

プールは隣接して有り

16 長万部町 ファミリースポーツセンター ○ × ○ ○ × × バスケ、バドミントン

17 旭川市 旭川市総合体育館 ○ 〇 ○ △ 〇 × レスリング

18 士別市 総合体育館 ○ × ○ ○ ○ × ウェイトリフティング パワーリフティング プールは市内に有り

19 和寒町 総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ × バレー、卓球、バドミントン

20 美深町 町民体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 体操（トランポリン）

総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ ×

稚内市体育館 ○ × ○ △ × ×

22 紋別市 スポーツセンター ○ ○ ○ △ ○ ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球
卓球、車いすバスケ プールは市内に有り

23 美幌町 スポーツセンター ○ ○ ○ △ ○ ○ バレー、バスケ、卓球、バドミントン
卓球、シッティングバレー、車いす

バスケ、ウィルチェアラグビー
プールは隣接して有り

24 津別町 農業者トレーニングセンター ○ ○ ○ ○ ○ ○
バレー、体操(トランポリン）、バス

ケ、卓球、バドミントン

ボッチャ、ゴールボール、車いすバ

スケ、ウィルチェアラグビー
プールは隣接して有り

25 遠軽町 総合体育館 ○ × ○ ○ × × バレー、バスケ、レスリング、卓球 プールは町内に有り

帯広の森体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○

総合体育館 ○ ○ ○ △ × ×

27 士幌町 総合研修センター体育館 ○ ○ ○ ○ × ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン

ボッチャ、ゴールボール、卓球、

シッティングバレー、車いすバス

ケ、ウィルチェアラグビー

総合体育館 ○ × ○ △ ○ ×
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン

町民体育館 ○ × ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン

29 釧路市 湿原の風アリーナ ○ ○ ○ ○ ○ ×
バレー、体操、バスケ、卓球、バド

ミントン

30 釧路町 総合体育館 ○ ○ ○ ○ ○ ○
バレー、バスケ、ハンドボール、卓

球、バドミントン
プールは隣接して有り

31 浜中町 総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ ○ バレー、バスケ、卓球、バドミントン
卓球、シッティングバレー、車いす

バスケ
プールは隣接して有り

32 標茶町 農業者トレーニングセンター ○ × ○ △ ○ ○ 卓球、バドミントン 卓球 プールは隣接して有り

33 弟子屈町
釧路圏摩周

観光文化センター
○ × ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン 車いすバスケ プールは町内に有り

34 中標津町 総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ × バレー、バスケ、卓球、バドミントン プールは町内に有り

【註釈】　△：要相談

卓球、車いすバスケ28 新得町

14 函館市 車いすバスケ

21 稚内市 バレー、バスケ、卓球、バドミントン 卓球、車いすバスケ プールは市内に有り

26 帯広市 バレー、バスケ

備　考

○スポーツ合宿：道内体育館一覧

車いすバスケ

自治体名 体育館名称
トレーニング施設（体育館）の概要 競技

プールは市内に有り



ゆうばり文化スポーツセン
ター（昭和61年完成）

お問い合わせ先
夕張市教育委員会教育課社会教育係 ＴＥＬ0123-52-3166
Email：ybrkik@city.yubari.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：37.6ｍ×35.9ｍ
サブアリーナ：25ｍ×13ｍ
メインアリーナコート数：バレー2 バスケ2

卓球6 バドミントン6
更衣室：○有 シャワー室：×無 トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日20,470円 個人利用940円
ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：ゆうばりホテルシューパロの場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：8,500円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：5km（バス7分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：△要相談

所在地：夕張市若菜2番地
8月平均気温：19.7℃、8月平均降水量：179.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○夕張市
✈新千歳空港

夕張市



岩見沢市総合体育館
（昭和62年完成）

お問い合わせ先
岩見沢市教育委員会
生涯学習･文化･スポーツ振興課文化･スポーツ振興係
ＴＥＬ0126-35-5129
E-mail：sports＠i-hamanasu.jp

【トレーニング施設】
アリーナ：40.45ｍ×44.5ｍ
コート数：ゴールボール2 卓球21 シッティングバレー2

車いすバスケ2 ウィルチェアラグビー2
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
多目的トイレ：◯有 バリアフリー：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日17,260円 個人900円
ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設：ホテルが幾つか有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：○可能

所在地：岩見沢市北3条西12丁目2-16
8月平均気温：21.3℃、8月平均降水量：149.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○岩見沢市
✈新千歳空港

岩見沢市

写 真



北村トレーニングセンター
（昭和59年完成）

お問い合わせ先
岩見沢市教育委員会
生涯学習･文化･スポーツ振興課文化･スポーツ振興係
ＴＥＬ0126-35-5129
E-mail：sports＠i-hamanasu.jp

【トレーニング施設】
アリーナ：1,114㎡
コート数：ゴールボール2 卓球6 シッティングバレー2

車いすバスケ2 ウィルチェアラグビー2
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
多目的トイレ：◯有 バリアフリー：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日14,400円
ジム：◯有 プール：×無

【宿泊施設：ホテルが幾つか有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：○可能

所在地：岩見沢市北村赤川595-4
8月平均気温：21.3℃、8月平均降水量：149.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○岩見沢市
✈新千歳空港

岩見沢市

写 真



北海道教育大学岩見沢校
第3体育館
（平成26年完成）

お問い合わせ先
岩見沢市教育委員会
生涯学習･文化･スポーツ振興課文化･スポーツ振興係
ＴＥＬ0126-35-5129
E-mail：sports＠i-hamanasu.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,623㎡
コート数：ゴールボール3 卓球6 シッティングバレー3

車いすバスケ2 ウィルチェアラグビー2
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
多目的トイレ：◯有 バリアフリー：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日25,640円
ジム：◯有 プール：×無

【宿泊施設：ホテルが幾つか有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：○可能

所在地：岩見沢市緑が丘2-34
8月平均気温：21.3℃、8月平均降水量：149.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○岩見沢市
✈新千歳空港

岩見沢市

写 真



美唄市総合体育館
（昭和63年完成）

お問い合わせ先
美唄市総務部企画課政策調整グループ
ＴＥＬ0126-62-3131
E-mail：soumu＠city.bibai.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：48ｍ×36ｍ サブアリーナ：24ｍ×18ｍ
コート数：車いすバスケ2 更衣室：○有 シャワー室：◯有
バリアフリー：◯有 トイレ（身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：◯可能
利用料：専用利用１日12,420円（メインアリーナ）

専用利用１日3,880円（サブアリーナ）
ジム：○有 無料 プール：◯有（隣接）
※体育館を起終点とした陸連公認の長距離競走路(42.195km、21.0975km、10km)あり。
※障がい者スポーツの合宿にも対応します。

【宿泊施設：ピパの湯ゆ～りん館】
宿泊料金（１泊２食）9,000円～12,000円
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：バスで約10分
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：◯可能
車いす対応：○可能

所在地：美唄市西5条南1丁目1-1
8月平均気温：21.2℃、8月平均降水量：157.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

美唄市

○美唄市

✈新千歳空港



芦別市総合体育館
（平成12年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：45ｍ×41ｍ
コート数：バレー2 バスケットボール2 ハンドボール1

卓球26 バドミントン8
サブアリーナ：○有
コート数：バレー2 バスケ1 卓球6 バドミントン6
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：１日3,670円 ジム：×無 プール：×無
※ジムとプールはスターライトホテルに隣接

所在地：芦別市上芦別町6番地
8月平均気温：21.5℃、8月平均降水量：137.6mm

芦別市

お問い合わせ先
芦別市教育委員会 体育振興課体育振興係
ＴＥＬ：0124-24-2525
E-mail：E-mail：taiiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

【アクセス】
新千歳空港からバスで約2時間30分

【宿泊施設 ～芦別温泉スターライトホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場）：1泊2食14,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離・時間：ﾊﾞｽ15分
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：×不可
※ホテル隣接の油谷体育館を使用することができます。

【主な受入実績】
1998年～全日本女子バレーボールチーム（18回）、1999年～全日本男子バレーボールチーム（11回）、
1998年バレーボール・キューバ女子代表、2000年バレーボール・キューバ男子代表、
2004年全日本女子バスケットボールチーム ※2000年以前は油谷体育館を使用

○芦別市

✈新千歳空港



滝川市スポーツセンター
第一体育館
（昭和54年完成）

お問い合わせ先
滝川市教育委員会社会教育課
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ合宿誘致推進室誘致推進係
ＴＥＬ0125-28-8046（内線）1752
E-mail：sports＠city.takikawa.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1736.64㎡ ※滝川市青年体育センターが併設
コート数 卓球18 バドミントン10 ハンドボール１
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日 11,640円
ジム：×無 プール：○有（隣接。流水プールのみ。競技用は無。）

【宿泊施設：3カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能（1カ所）
車いす対応：○可能（2カ所）

所在地：滝川市二の坂町東3丁目2番1号
8月平均気温：20.8℃、8月平均降水量：143.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約90分

○滝川市

✈新千歳空港

滝川市



滝川市スポーツセンター
第二体育館
（昭和54年完成）

お問い合わせ先
滝川市教育委員会社会教育課
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ合宿誘致推進室誘致推進係
ＴＥＬ0125-28-8046（内線）1752
E-mail：sports＠city.takikawa.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：875㎡ ※滝川スポーツセンターが併設
コート数 卓球12 バドミントン6
更衣室：○有 トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日 11,660円
ジム：×無 プール：○有（隣接。流水プールのみ。競技用は無。）

※併設の滝川スポーツセンターにシャワー有

【宿泊施設：３カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能（1カ所）
車いす対応：○可能（2カ所）

所在地：滝川市二の坂町東3丁目2番1号
8月平均気温：20.8℃、8月平均降水量：143.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約90分

○滝川市

✈新千歳空港

滝川市



深川市総合体育館
（昭和62年完成）

お問い合わせ先
深川市教育委員会 スポーツ振興室
ＴＥＬ0164-26-2343
E-mail：shougai@city.fukagawa.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：37.5ｍ×44ｍ サブアリーナ：33ｍ×20ｍ
メインアリーナコート数：バレー3 バスケ2 卓球15

バドミントン10
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日11,664円 個人利用1日150円
ジム：○有 プール：×無（市内に有り、車で6分）

【宿泊施設】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)10,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで5分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可

所在地：深川市6条21番1号
8月平均気温：21.7℃、8月平均降水量：136.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
旭川空港からバスで約1時間

○深川市
✈旭川空港

深川市



札幌市北区体育館
（昭和57年完成）

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,464㎡ コート数：バレー2 バスケ2 卓球24

バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14 バドミントン3
ボクシング室：公式サイズリング1 サンドバッグ3

パンチングミット1
更衣室：○有 シャワー室：○有 トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用１日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市北区新琴似8条2丁目1-25
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市



札幌市東区体育館
（昭和56年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,505㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球27 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市東区北27条東14丁目3-1
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市白石区体育館
（昭和60年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,450㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球24 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市白石区南郷通6丁目北1
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市厚別区体育館
（昭和55年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,408㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球24 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市厚別区厚別中央2条5丁目1-20
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市豊平区体育館
（昭和55年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,885㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球24 バドミントン12 ハンドボール1
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市豊平区月寒東2条20丁目4-15
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市清田区体育館
（平成9年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,483㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球27 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：○有

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市清田区平岡1条5丁目4-1
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市南区体育館
（昭和58年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,514㎡ コート数：バレー2 バスケ1

卓球28 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市南区川沿4条2丁目2-1
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市西区体育館
（昭和61年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,409㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球27 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：○有

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市西区発寒5条8丁目9-1
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市手稲区体育館
（昭和55年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,373㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球22 バドミントン8
サブアリーナ：○有 コート数：バレー1 卓球14

バドミントン3
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日50,100円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市手稲区曙2条1丁目2-46
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市中島体育センター
（昭和55年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：480㎡ コート数：バレー1 卓球12

バドミントン３
サブアリーナ：○有 コート数：卓球8
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日25,000円～ 個人利用390円～

ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市中央区中島公園1-5
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



札幌市美香保体育館
（昭和46年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：30ｍ×60ｍ コート数：バレー3 バスケ3

卓球36 バドミントン9
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日25,000円～ 個人利用390円～

ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：札幌市東区北22条東5丁目
8月平均気温：22.3℃、8月平均降水量：123.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○札幌市
✈新千歳空港

札幌市

お問い合わせ先
札幌市観光文化局スポーツ部企画事業課
ＴＥＬ011-211-3044
E-mail：sports@city.sapporo.jp



野幌総合運動公園総合体育
館（昭和63年完成）

お問い合わせ先
野幌総合運動公園 管理担当 ＴＥＬ011-384-2166

【トレーニング施設】
メインアリーナ：50ｍ×34ｍ 天井高：12.7～15.3ｍ
サブアリーナ：37ｍ×21ｍ 天井高：8.5～10.2ｍ
メインアリーナコート数 バレー3 バスケ2 ハンドボール1

バドミントン10
体操器具：○有
更衣室：○有 シャワー室：○有 トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1時間5,550円 個人利用320円
ジム：×無 プール：○有（隣接） 個人利用620円

【宿泊施設：運動公園合宿所の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：3,100円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：徒歩3分
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：×不可
最寄り空港までの移動対応 ：×不可
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：×不可

所在地：江別市西野幌481番地
8月平均気温：20.6℃、8月平均降水量：114.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間

○江別市
✈新千歳空港

江別市

写 真



千歳市スポーツセンター
（平成26年完成）

お問い合わせ先
千歳市観光スポーツ部主幹（観光政策担当）
ＴＥＬ0123-24-3131 内線346
E-mail：kankoseisaku＠city.chitose.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：40ｍ×42ｍ コート数：バレー4 バスケ2

卓球35 バドミントン11
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日81,300円 個人利用1日3,600円
ジム：○有 プール：×無（市内に有り。車で13分）

【宿泊施設～千歳エアポートホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)12,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：2㎞
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：×不可

所在地：千歳市真町176番地の2
8月平均気温：21.7℃、8月平均降水量：104.0mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約10分

○千歳市
✈新千歳空港

千歳市

写 真



北広島市総合体育館
（昭和61年完成）

お問い合わせ先
北広島市教育委員会社会教育課体育担当 ＴＥＬ011-372-3311
E-mail：syakai@city.kitahiroshima.hokkaidojp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：40ｍ×42ｍ コート数：バレー2 バスケ2

卓球24 バドミントン10
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可
利用料：専用利用1日2,370円 個人利用1日200円
ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設～札幌北広島クラッセホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊２食)10,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：5㎞（バス７分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：○可能

所在地：北広島市共栄315番地2
8月平均気温：21.7℃、8月平均降水量：104.0mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約30分

○北広島市
✈新千歳空港

北広島市

写 真



倶知安町総合体育館

お問い合わせ先 倶知安町教育委員会社会教育課総合体育館
TEL：0136-22-2288
E-mail：taiikukan@town.kutchan.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,640㎡、サブアリーナ534㎡
コート数：バレー３面、バスケットボール３面、バドミントン11   
面 シッティングバレー３面 車いすバスケ３面、卓球26面
更衣室：○有 シャワー室：○有
多目的トイレ：○有 バリアフリー：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：貸切利用については要相談
ジム：○有 プール：○有（車で５分）

【宿泊施設～街中・周辺およびグランヒラフスキー場に多
数あり】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間（街中・周辺）：車で５分
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間（グランヒラフスキー場）：車で
１５分程度（約８㎞）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能（一部）

所在地：倶知安町南３条西４丁目１番地３
8月平均気温：２０．７℃、8月平均降水量：141.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約１２０分

倶知安町

写 真

倶知安町○ ✈新千歳空港



泊村アイスセンター体育館
（平成10年完成）

お問い合わせ先
泊村教育委員会社会教育課体育スポーツ係
ＴＥＬ0135-75-2311

【トレーニング施設】
メインアリーナ：26ｍ×17ｍ
コート数：バレー１ バドミントン２
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可
利用料：専用利用1時間500円 個人利用1回200円
ジム：○有 プール：×無 ※見学歓迎

宿泊施設情報 準備中

所在地：泊村1泊村１
8月平均気温：21.4℃、8月平均降水量：114.0mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで3時間

○泊村
✈新千歳空港

泊村

写真 準備中



苫小牧市総合体育館
（昭和48年開館）

お問い合わせ先
苫小牧市総合政策部スポーツ推進室
ＴＥＬ0144-34-9601
E-mail：sports@city.tomakomai.Hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：40.8m×60m
コート数：バレー3 バスケ3 ハンドボール3 卓球20

バドミントン12
サブアリーナ：×無 更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日35,600円 個人利用1回100円

ジム：○有 プール：×無（市内に有り。車で16分）

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、英語については、要望に応じて、概ね対応

できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：苫小牧市末広町3丁目2番16号
8月平均気温：20.3℃、8月平均降水量：205mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約30分

○苫小牧市
✈新千歳空港

苫小牧市



伊達市総合体育館
（平成24年完成）

お問い合わせ先
伊達市教育委員会生涯学習推進課青少年・体育係
ＴＥＬ0142-23-3331（内線）510
E-mail：shogaigakushu@city.date.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,809ｍ コート数：バレー3 バスケ2

バドミントン10 卓球12
サブアリーナ：740ｍ 更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用１日76,200円 ジム：○有 プール：○有
※ 役員控室用の多目的室有り

【宿泊施設】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)7,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで10分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能

所在地：伊達市松ヶ枝町34番地1
8月平均気温：19.1℃、8月平均降水量：191.3mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約1時間20分

○伊達市

伊達市

✈新千歳空港



○函館市
✈函館空港

函館アリーナメインアリー
ナ
（平成27年8月供用開始予定）

お問い合わせ先
函館市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興課
ＴＥＬ：0138-21-3474
E-mail：sports@city.hakodate.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
面積：2,860㎡ コート数：バレー3 バスケ3 卓球40           
ハンドボール2 バドミントン12
天井高：12.5ｍ、
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日50,000円～ 個人利用400円～
ジム：○有（別棟のサブアリーナに有り 2時間400円）
プール：×無（市民プール有り。車で約10分。2時間420円）

所在地：函館市湯川町1丁目32番2号
8月平均気温：22.0℃、8月平均降水量：153.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
函館空港からタクシーで約10分

函館市

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）



○函館市
✈函館空港

函館アリーナサブアリーナ
（平成27年8月供用開始予定）

お問い合わせ先
函館市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興課
ＴＥＬ：0138-21-3474
E-mail：sports@city.hakodate.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
面積：1,000㎡ コート数：バレー1 バスケ1 卓球10           
バドミントン4
天井高：12.5ｍ、
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日16,700円～ 個人利用400円～
ジム：◯有（個人利用2時間400円）
プール：×無（市民プール有り。車で約10分。2時間420円）

所在地：函館市湯川町1丁目32番2号
8月平均気温：22.0℃、8月平均降水量：153.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
函館空港からタクシーで約10分

函館市

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、概ね対

応できるものと考えられる。
（要相談）



北斗市運動公園総合体育館
（昭和53年完成）

お問い合わせ先
北斗市役所経済部観光課観光係
ＴＥＬ0138-73-3111（内線）282
E-mail：ono_yoshinori@city.hokuto.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,503m
コート数：バレー2 バスケ2 バドミントン8
小体育館：○有
更衣室：○有 シャワー室：○有 トイレ：洋式○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用１日23,760円
ジム：○有 プール：○有（隣接）

【宿泊施設～ホテル秋田屋】
宿泊料金（1泊2食)7,200円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで10分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：×不可
車いす対応：×不可

所在地：北斗市押上1丁目3-1
8月平均気温：23.1℃、8月平均降水量：162.2mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
函館空港からバスで約40分

北斗市○✈函館空港

北斗市

写真 準備中



長万部町ファミリー
スポーツセンター

（昭和49年完成）

お問い合わせ先 長万部町教育委員会教育課社会教育Ｇ
ＴＥＬ01377-2-2748 E-mail:kyoi1@town.oshamambe.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：40ｍ×28.5ｍ
コート数：バスケ2 バドミントン6
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：無料（町内宿泊者に限る）
ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設：町内に7件あり】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：7,500円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：1km（徒歩5分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可

所在地：長万部町字長万部413番地
8月平均気温：19.7℃、8月平均降水量：179.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約150分

○長万部町

✈新千歳空港

長万部町



旭川市総合体育館
(昭和54年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：47.6m×38.2m
レスリング：マット 2面
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日15,860円～ 個人利用150円
ジム：○有 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
ホテルが数多く有り。
移動、食事、外国語については、要望に応じて、

概ね対応できるものと考えられる。
（要相談）

所在地：旭川市花咲町5丁目
8月平均気温：21.1℃、8月平均降水量：133.5mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

お問い合わせ先
旭川市市民生活部スポーツ課
ＴＥＬ：0166-23-1944
E-mail：sbwca@city.asahikawa.hokkaido.jp

旭川市

【アクセス】
旭川空港からバスで約30分

○旭川市
✈旭川空港

写真



士別市総合体育館
（昭和49年完成）

お問い合わせ先 士別市教育委員会合宿の里推進室スポーツ課
ＴＥＬ0165-23-3121（内線3223）
E-mail：sportska@city.shibetsu.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：36ｍ×24ｍ サブアリーナ ：34ｍ×11ｍ
プラットフォーム：10面 バーベル：10セット
スクワットラック：6セット
更衣室：◯有 シャワー室：×無 トイレ(洋式・身障者用)：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能 利用料：無料
ジム：○有 無料（士別イン翠月にも有り。宿泊者に対しては無料）

プール：×無（市内に有り。合宿者に対しては無料）

【宿泊施設～朝日地域交流センター、士別イン翠月、
士別グランドホテル、ホテル美し乃湯温泉】

市内の宿泊料金（相場:1泊2食)3,680～9,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：400m～2km（徒歩5分～）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能又は△要相談 ※
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能又は△要相談 ※
外国語対応（英語）：△要相談又は×不可 ※
車いす対応：◯可能又は不可 ※ ※→施設によって異なる。

● 士別イン翠月には低酸素トレーニングシステム完備

所在地：士別市東4条4丁目3
8月平均気温：20.2℃、8月平均降水量：123.0mm

【各国代表クラス等の受入実績】
カナダナショナルチーム、韓国ナショナルチーム、中国ナショナル

チーム、中国黒竜江省チーム、全日本ナショナルチーム

【アクセス】
旭川空港からバスで約1時間10分

○士別市

✈旭川空港

士別市



和寒町総合体育館
（平成2年）

お問い合わせ先 和寒町教育委員会 スポーツ振興係
ＴＥＬ0165-32-2477
Ｅ-ｍａｉｌ：sho-sports@town.wassamu.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：38ｍ×43ｍ
コート数：バレー2 バドミントン4 卓球16
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能

利用料：専用利用1日7,000円 ジム：○有 プール：×無

※ 2Fジョギングコース、会議室、多目的ホールあり

【宿泊施設：研修館「楡」の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：4,040円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：0km（隣接）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：×不可

所在地：和寒町字三笠103番地
8月平均気温：20.6℃、8月平均降水量：126mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
旭川空港からバス車で約60分

○和寒町

✈旭川空港

和寒町



美深町民体育館
（昭和55年完成）

お問い合わせ先 美深町教育委員会教育グループ体育振興係
ＴＥＬ01656-2-1744（内線510）
Ｅ-ｍａｉｌ：s-taiikusin@town.bifuka.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：35m×35m サブアリーナ：○有
体操器具：トランポリン 国際規格 2台
更衣室：○有 シャワー室： ○有
トイレ（洋式・身障者用）： ○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：合宿利用の場合、減免有り（無料対応可）
ジム：○有 プール：○有

【宿泊施設：町内に６施設あり】
町内の宿泊料金（相場:1泊2食)：6,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：0.5km～8km
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能（町対応）
最寄り空港までの移動対応 ：○可能（町対応）
食事（要望に応じた対応） :施設による
外国語対応（英語）：施設による

所在地：美深町字西1条北1丁目北１丁目
8月平均気温：20.5℃、8月平均降水量：4.2mm

【各国代表クラス等の受入実績】
全日本スキー連盟ナショナルチーム
（フリースタイルスキー・エアリアル）2005年～

【アクセス】
旭川空港から車で約2時間

○美深町

✈旭川空港

美深町

写 真



稚内市総合体育館
（昭和56年完成）

お問い合わせ先
稚内市スポーツ合宿誘致推進協議会事務局
ＴＥＬ：0162-28-1111
Ｅ-ｍａｉｌ：taikyo@wakkanai-sports.or.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：36.5ｍ×47.1ｍ 体育室：14.52ｍ×34.8ｍ
コート数：バレー4 バスケ2 バドミントン10 卓球24
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談

利用料：専用利用１日16,720円 個人１日600円

ジム：○有 プール：×無（市内に有り。車で10分）

※2階ランニングコースあり

【宿泊施設：稚内市少年自然の家】
宿泊料金（１泊）：300～1,200円程度
※ 食事代：朝・昼500円 夕食700円
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：0km
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：要相談
最寄り空港までの移動対応 ：要相談
食事（要望に応じた対応） ：要相談
外国語対応（英語）：要相談
車椅子対応：要相談

所在地：稚内市富士見4丁目
8月平均気温：19.6℃、8月平均降水量：116mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
稚内空港からバス車で約30分

○稚内市
✈稚内空港

稚内市



稚内市体育館
（昭和41年完成）

お問い合わせ先
稚内市スポーツ合宿誘致推進協議会事務局
ＴＥＬ：0162-28-1111
Ｅ-ｍａｉｌ：taikyo@wakkanai-sports.or.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：27.85ｍ×34.87ｍ サブアリーナ：×無
コート数：バレー2 バスケ1 バドミントン6 卓球12
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用１日6,800円 個人１日390円
ジム：×無 プール：×無（市内に有り。車で3分）

【宿泊施設：稚内市少年自然の家】
宿泊料金（１泊）：300～1,200円程度
※ 食事代：朝・昼500円 夕食700円
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：約6km（車で7分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：要相談
最寄り空港までの移動対応 ：要相談
食事（要望に応じた対応） ：要相談
外国語対応（英語）：要相談
車椅子対応：要相談

所在地：稚内市宝来4丁目
8月平均気温：19.6℃、8月平均降水量：116mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
稚内空港からバス車で約30分

○稚内市
✈稚内空港

稚内市



紋別市スポーツセンター
（昭和50年完成）

お問い合わせ先 紋別市観光交流推進室
TEL：(0158)27-5180
E-mail:kouryu@city.mombetsu.lg.jp

【トレーニング施設】
面積：1,473.5㎡ コート数：バレー2 バスケ2 卓球16

バドミントン8 ハンドボール1
更衣室：○有 シャワー室：◯有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日15,000円 個人利用1日120円
ジム：○有 プール：×無（市内にあり。車で５分）

【宿泊施設～紋別市内ホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊朝食) 要相談
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：約2.0kmバスで10分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：△要相談
車椅子への対応：○可能

所在地：紋別市南が丘町7丁目
8月平均気温：19.4℃、8月平均降水量：112.5mm

【各国代表クラス等の受入実績】
ハンドボール男子日本代表

【アクセス】
オホーツク紋別空港からバス車で約15分

○紋別市
✈オホーツク紋別空港

紋別市



美幌町スポーツセンター
（昭和46年完成）

お問い合わせ先
美幌町教育委員会スポーツ振興グループ
ＴＥＬ0152-73-4117
E-mail：sports＠town.bihoro.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,365㎡ コート数：バレー2 バスケ2

卓球10 バドミントン8
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1日16,200円 個人利用4時間200円
ジム：○有 200円 プール：○有（敷地内にあり）

【宿泊施設：5カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：○可能（1カ所）
車いす対応：○可能（2カ所）

所在地：美幌町字大通南5丁目8番地
8月平均気温：19.6℃、8月平均降水量：103.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
JAL女子バスケットチーム

【アクセス】
女満別空港からバスで約10分

美幌町

○美幌町
✈女満別空港

写 真



津別町農業者トレーニング
センター
（昭和58年完成）

お問い合わせ先
津別町教育委員会生涯学習課社会教育グループ
ＴＥＬ0152-76-2713
E-mail：syakyou＠aioros.ocn.ne.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,100㎡ 天井高：10ｍ
コート数：バレー2 バスケ2 卓球12 バドミントン6
体操器具：トランポリン国際規格2台、規格外2台
サブアリーナ：×無 更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：合宿利用の場合は無料
ジム：○有 無料 プール：○有 無料（隣接）

【宿泊施設：3カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：○可能（1カ所）

所在地：津別町字豊永6-1
8月平均気温：19.8℃、8月平均降水量：116mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
女満別空港からバスで約40分

津別町

○津別町
✈女満別空港



遠軽町総合体育館
（昭和53年完成）

お問い合わせ先
遠軽町教育委員会社会教育課社会体育担当
ＴＥＬ0158-42-2191（内線142／145）
E-mail：shatai@engaru.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,470㎡ サブアリーナ：○有
コート数：バレー2 バスケ2 卓球8
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日16,300円 個人利用400円
ジム：×無 プール：×無（プールは町内に有り。車で9分）

【宿泊施設：ホテルサンシャインの例】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：8,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：1.5km（バス4分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：×不可
最寄り空港までの移動対応 ：×不可
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可

所在地：遠軽町西町1丁目2番地
8月平均気温：20.3℃、8月平均降水量：116.5mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
オホーツク紋別空港からバスで約1時間10分
女満別空港からバスで約1時間30分

遠軽町

○遠軽町
✈女満別空港

✈オホーツク紋別空港



遠軽町総合体育館（ﾚｽﾘﾝ
ｸﾞ）（昭和53年完成）

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,470㎡ （練習用レスリングコート4面分）
サブアリーナ：○有
備品：レスリングマット ○有（1面）
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日16,300円 個人利用400円
ジム：×無 プール：×無（プールは町内に有り。車で9分）

【宿泊施設：ホテルサンシャインの例】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：8,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：1.5km（バス4分）
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：×不可
最寄り空港までの移動対応 ：×不可
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可

所在地：遠軽町東町1丁目6番地11
8月平均気温：20.3℃、8月平均降水量：116.5mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
オホーツク紋別空港からバスで約1時間10分
女満別空港からバスで約1時間30分

遠軽町

○遠軽町
✈女満別空港

✈オホーツク紋別空港

お問い合わせ先
遠軽町教育委員会社会教育課社会体育担当
ＴＥＬ0158-42-2191（内線142／145）
E-mail：shatai@engaru.jp



帯広の森体育館
（昭和60年完成）

お問い合わせ先
帯広市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興室
ＴＥＬ：0155-65-4210
E-mail：sports@city.obihiro.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：36.4ｍ×38.56ｍ サブアリーナ：○有
コート数：バレー2 バスケ2
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1時間1,800円 個人利用1回180円
ジム・プール：公園内近隣施設に有

【宿泊施設～ﾎﾃﾙ日航ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞ帯広の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食):19,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで20分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：△要相談

所在地：帯広市南町南7線56番地7（帯広の森運動公園内)
8月平均気温：20.2℃、8月平均降水量：139.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
帯広空港からバスで約40分

○帯広市

帯広市

✈帯広空港

写 真



帯広市総合体育館
（昭和47年完成）

お問い合わせ先
帯広市教育委員会 生涯学習部 スポーツ振興室
ＴＥＬ：0155-65-4210
E-mail：sports@city.obihiro.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：41.74ｍ×37.7ｍ サブアリーナ：○有
コート数：バレー2 バスケ２
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用1時間1,800円 個人利用1回180円
ジム・プール：×無

【宿泊施設～ﾎﾃﾙ日航ﾉｰｽﾗﾝﾄﾞ帯広の場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊２食):19,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで10分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：△要相談

所在地：帯広市大通北1丁目
8月平均気温：20.2℃、8月平均降水量：139.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
帯広空港からバスで約40分

○帯広市

帯広市

✈帯広空港

写 真



士幌町総合研修センター体
育館（平成5年完成）

お問い合わせ先
士幌町教育委員会教育課社会教育グループ
ＴＥＬ01564-5-4733
Ｅ-ｍａｉｌ：so-social@shihoro.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：45ｍ×35ｍ サブアリーナ：×無
コート数：バレー3 バスケ2 卓球16 バドミントン8
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：無料 ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設～しほろ温泉プラザ緑風の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食):8,640円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで15分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：○可能
車いす対応：○可能

所在地：士幌町士幌225番地
8月平均気温：18.5℃、8月平均降水量：149.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
バレーボール女子日本代表 2013年

【アクセス】
帯広空港からバスで約90分

○士幌町

士幌町

✈帯広空港



新得町総合体育館
（昭和63年完成）

お問い合わせ先
新得町教育委員会社会教育課社会体育係
ＴＥＬ0156-64-0532（内）216
E-mail：adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：39.5ｍ×50.8ｍ
コート数：バレー3 バスケ2 ハンドボール1 卓球30

バドミントン12 車いすバスケ2
更衣室：◯有 シャワー室：×無
バリアフリー：◯有 トイレ（洋式・身障者用）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日10,500円
ジム：◯有 プール：×無

宿泊施設情報 準備中

所在地：新得町新内西6線145
8月平均気温：20.2℃、8月平均降水量：196.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
帯広空港からバスで約70分

新千歳空港からバスで約2時間30分

新得町

写真 準備中

○新得町

✈帯広空港
✈新千歳空港



新得町民体育館
（昭和50年完成）

お問い合わせ先
新得町教育委員会社会教育課社会体育係
ＴＥＬ0156-64-0532（内）216
E-mail：adachi-t＠town.shintoku.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：34ｍ×28ｍ
コート数：バレー2 バスケ2 バドミントン6

車いすバスケ2
更衣室：◯有 シャワー室：×無
バリアフリー：◯有 トイレ（洋式・身障者用）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日6,400円
ジム：◯有 プール：×無

所在地：新得町５条南４丁目
8月平均気温：20.2℃、8月平均降水量：196.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
帯広空港からバスで約70分

新千歳空港からバスで約2時間30分

新得町

○新得町

✈帯広空港
✈新千歳空港

写真 準備中

宿泊施設情報 準備中



湿原の風アリーナ釧路
（平成20年完成）

お問い合わせ先
釧路市教育委員会生涯学習部スポーツ課
ＴＥＬ0154-31-2600
E-mail：su-sport@city.kushiro.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：61ｍ×46ｍ
サブアリーナ：38ｍ×23ｍ
コート数：バレー3 バスケ3 卓球24 バドミントン15
体操器具：◯有
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用1日46,580円 個人利用720円
ジム：○有 410円／3時間 プール：×無

【宿泊施設～ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ釧路の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食）:10,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで15分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能
最寄り空港までの移動対応 ：○可能
食事（要望に応じた対応） :○可能
外国語対応（英語）：○可能

所在地：釧路市広里18
8月平均気温：19.2℃、8月平均降水量：130.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
釧路空港からバスで約30分

○釧路市
✈釧路空港

釧路市



釧路町総合体育館
（平成7年完成）

お問い合わせ先
釧路町教育委員会教育部社会教育課スポーツ係
ＴＥＬ0154-62-2301
E-mail：syakai.sports＠town.kushiro.lg.jp

【トレーニング施設】
アリーナ：1,697㎡
コート数：バレー3 バスケ２ ハンドボール 卓球１６ バドミ

ントン10
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
トイレ（洋式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：専用利用料１日16,200円
ジム：◯有 プール：◯有 320円（隣接）

【宿泊施設～釧路市に有り】
宿泊料金（1泊2食）:7,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：バスで15分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：△要相談

所在地：釧路町字別保原野南23線105-2
8月平均気温：18℃、8月平均降水量：130mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
釧路空港からバスで約30分

釧路町

○釧路町
釧路空港✈



浜中町総合体育館
（平成2年完成）

お問い合わせ先
浜中町教育委員会生涯学習課スポーツ係
ＴＥＬ0153-62-3144
E-mail：kyoui-sport＠town.hamanaka.lg.jp

【トレーニング施設】
アリーナ：30ｍ×36ｍ
コート数：バレー2 バスケ2 卓球10 バドミントン6
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
トイレ（洋式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用料1日36,180円
ジム：◯有 プール：◯有 無料（隣接：11月～4月は冬季休業）

【宿泊施設～旅館1カ所・民宿数カ所有り】
宿泊料金（1泊2食）:7,000～15,750円
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで5分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可
車いす対応：×不可

所在地：浜中町暮帰別西1丁目151
8月平均気温：18.1℃、8月平均降水量：130mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
釧路空港からバスで約1時間40分

浜中町

○浜中町釧路空港✈



標茶町農業者
トレーニングセンター
（昭和59年完成）

お問い合わせ先
標茶町教育委員会社会教育課保健体育係
ＴＥＬ015-485-2434
E-mail：kikuchi.takashi＠town.shibecha.lg.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：1,018.6㎡
コート数：卓球10 バドミントン6
更衣室：○有 シャワー室：×無 トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：専用利用１日5,680円～ 個人利用150円
ジム：○有 （上記入場料に含まれる）

プール：○有 300円（隣接）
※トレーニング施設に身障者用スロープ有り

【宿泊施設：数カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：×不可
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可（通訳要相談）
車いす対応：○可能（1カ所）

所在地：標茶町川上10丁目47
8月平均気温：18.5℃、8月平均降水量：136.7mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

標茶町

写真 準備中

【アクセス】
釧路空港から車で約80分

中標津空港から車で約1時間

○標茶町

✈釧路空港

✈中標津空港



釧路圏
摩周観光文化センター
（昭和60年完成）

お問い合わせ先
弟子屈町教育委員会社会教育課体育振興係
ＴＥＬ015-482-2948
E-mail：shogai＠town.teshikaga.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
アリーナ：35ｍ×40ｍ
コート数：バレー2 バスケ2 卓球8 バドミントン4
バリアフリー：◯有
更衣室：○有 シャワー室：×無 トイレ（洋式）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：無料
ジム：○有 無料
プール：×無 （町内に有り。車で約30分、無料）

【宿泊施設：3カ所有り】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：×不可

所在地：弟子屈町摩周3丁目3-1
8月平均気温：19℃、8月平均降水量：146.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
国内実業団

○弟子屈町

✈女満別空港
✈中標津空港

✈釧路空港

【アクセス】
中標津空港からバスで約50分

釧路空港から95分、女満別空港から75分



中標津町総合体育館
（平成28年完成予定）

お問い合わせ先
中標津町教育委員会生涯学習課社会体育係
ＴＥＬ0153-73-3111（内）277
E-mail：1243matsui＠nakashibetsu.jp

【トレーニング施設】
メインアリーナ：50ｍ×37ｍ
サブアリーナ ：35ｍ×21ｍ
コート数：バレー3 バスケ2 卓球18 バドミントン8
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
トイレ（洋式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：無料◯有
ジム：◯有 プール：×無（町内に有り。車で約5～15分、無料）

所在地：中標津町丸山2丁目1-6
8月平均気温：18.2℃、8月平均降水量：148mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
中標津空港からバスで約6分

中標津町

○中標津町
中標津空港✈

【宿泊施設～10カ所有り】
宿泊料金（1泊2食）:4,800円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：ﾊﾞｽで5～15分程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：△要相談
最寄り空港までの移動対応 ：△要相談
食事（要望に応じた対応） :△要相談
外国語対応（英語）：△要相談



北海道は世界のアスリートを安全で安心な環境でお迎えします。

お問い合わせ先

〒０６０－８５８８

札幌市中央区北３条西６丁目

北海道文化・スポーツ課

ＴＥＬ：０１１－２３１－４１１１

Ｅ－ｍａｉｌ：ｓｐｏｒｔｓ．ｃａｍｐ＠ｐｒｅｆ．ｈｏｋｋａｉｄｏ．ｌｇ．ｊｐ


