
北 海 道 で 合 宿 を

(テニス編）



○スポーツ合宿：道内テニスコート一覧

自治体名 テニスコート名称

トレーニング施設（テニスコート）の概要

備 考更
衣
室
ｼｬﾜｰ室 ﾄｲﾚ（洋） 貸切 ジム プール

1 夕張市 ゆうばり ○ × ○ ○ × ×

2 江別市 野幌総合運動公園 ○ × × ○ × ○

3 苫小牧市 緑ヶ丘公園 ○ ○ × ○ × ×

4 稚内市

総合体育館 ○ ○ ○ △ ○ ×

プールは市内にあり

市体育館 ○ × × △ × ×

5 遠軽町 えんがる ○ × ○ ○ × ×

6 帯広市 帯広の森 ○ ○ ○ ○ ○ ○

7 弟子屈町
釧路圏摩周観光
文化センター

○ × ○ △ ○ × プールは市内にあり

【註釈】

△：要相談



ゆうばりテニスコート
（昭和63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】
面積：18,025㎡
コート種類：砂入り人工芝 コート数：9
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：1面1日4,500円
ジム：×無 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

写 真



野幌総合運動公園テニス
コート（昭和61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】
コート種類：砂入り人工芝 コート数：18
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：×無
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：1面1時間1,250円
ジム：×無 プール：隣接 個人利用620円
※ 隣接する総合体育館に、シャワー室、トイレ有り

【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



苫小牧市緑ヶ丘公園庭球場
（昭和58年・平成7年開
設）

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】
コート種類：クレイ12面 砂入り人工芝8面
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式）：×無
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250円 個人利用1時間100円
ジム：×無 夜間照明：○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、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：苫小牧市清水町3丁目3番26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



稚内市総合体育館
（テニス）

（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 屋内コート：3面
体育室：14.52ｍ×34.8ｍ コート数：1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16,720円 個人１日600円

ジム：○有 プール：×無（市内にあり、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

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（テニス）
（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】
31ｍ×36ｍ クレイ2面
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）：×無
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（市内にあり、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

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



えんがるテニスコート
（平成9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】
ｺｰﾄ種類：砂入り人工芝 コート数：8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600円
ジム：×無
※4面に21時まで利用可の夜間照明設備有り（300円/1面・30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1番地62
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



帯広の森テニスコート
（平成11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】
コート種類：砂入り人工芝 コート数：20面
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面1時間210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



釧路圏摩周観光文化
センター屋外テニスコート
（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】
コート種類：ハード コート数：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：△要相談
利用料：無料
ジム：○有 無料
プール：×無（市内にあり、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867－1
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】
特になし

【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

弟子屈町

○弟子屈町

✈女満別空港
✈中標津空港

✈釧路空港



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


