
北 海 道 で 合 宿 を

(クロスカントリー編）



○スポーツ合宿：道内クロスカントリー場一覧

自治体名 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ場名称
トレーニング施設（クロスカントリー場）の概要

備 考
ナイター 更衣室 ｼｬﾜｰ室 ﾄｲﾚ（洋） 貸切 ジム プール

1 岩見沢市
東山公園
陸上競技場

× ○ ○ ○ △ × × パラリンピック希望

2 芦別市
ｶﾅﾃﾞｨｱﾝﾜｰﾙﾄﾞ公

園
× ○ × ○ ○ × × ジムは宿泊施設に隣接

3 江別市 野幌森林公園 × ○ ○ ○ △ × ○

4 北広島市
札幌北広島
クラッセホテル

× △ △ ○ ○ ○ ×

5 倶知安町 旭ヶ丘 × ○ × ○ △ ○ ×

6 伊達市
大滝

歩くスキーコース
○ ○ × ○ △ × ×

7 旭川市
富沢クロスカント
リースキーコース

○ × × ○ △ × ×

8 名寄市 なよろ健康の森 × ○ ○ ○ △ × ×

9 東川町
旭岳 ○ × × ○ × × ×

ジムは町内に有り
キトウシ × × × ○ × × ×

10 美瑛町 白金 × × × × △ × ×

11 網走市
道立公園
てんとらんど

× ○ × ○ △ × ×

12 紋別市
紋別

スポーツセンター
× ○ ○ ○ △ ○ ×

13 美幌町 柏ヶ丘運動公園 ○ ○ × ○ △ × ×

【註釈】

△：要相談



東山公園陸上競技場
クロスカントリーコース
（平成19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】※パラリンピック希望
距離 1.6㎞ ナイター設備：×無
更衣室：○有
シャワー室：○有
多目的トイレ：○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：×無 プール：×無
※競技場出入口に段差なし

【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：岩見沢市総合公園4
1月平均気温：-7.3℃、1月平均降水量：112.3mm

【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

○岩見沢市
✈新千歳空港

岩見沢市

写 真



カナディアンワールド公園

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
外周距離 約2.5km 施設面積 約48ヘクタール
ナイター設備：×無
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
ジム：×無 プール： ×無

※ジムはスターライトホテルに隣接

所在地：芦別市黄金町731番地外
1月平均気温： -6.6℃、1月平均降水量：74.2mm
１月最深積雪：66cm 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：taiiku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

○芦別市

✈新千歳空港

【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5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】
なし



野幌総合運動公園
（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】
競技：クロスカントリースキー
距離：要相談 ナイター設備； ×無
更衣室：○有 シャワー室： ○有
トイレ（洋式）： ○有（総合体育館内）
オファーが来た場合の貸切使用：要相談
利用料：無料
ジム：×無 プール：○有（隣接）

※ 公園内の総合体育館に、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
1月平均気温：-6.3℃、1月平均降水量：69.6mm

【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

○江別市
✈新千歳空港

江別市

写 真



札幌北広島クラッセホテル
クロスカントリーコース
（平成9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】
競技：クロスカントリースキー
距離：2・3・5・7.5ｋｍ ナイター設備； 無
更衣室：要相談 シャワー室：要相談 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 ジム：○有
※クラッセホテル直結 ワックスルーム有り

【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：北広島市中の沢450-1
1月平均気温：-6.6℃、1月平均降水量：56.9mm

【各国代表クラス等の受入実績】
2007札幌ノルディック世界選手権において、各国代表選手が北広島
クラッセホテルに宿泊。

【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



倶知安町旭ヶ丘クロスカン
トリースキーコース

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】
競技：クロスカントリースキー
距離：３ｋｍ・５ｋｍ ナイター設備：×無
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：無料
ジム：○有、総合体育館にあり プール：×無（冬季間閉鎖）

【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：倶知安町旭
1月平均気温：－５．７℃、1月平均降水量：１８８．９mm

【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



大滝歩くスキーコース
（平成8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】
競技：クロスカントリースキー
距離：5km ナイター設備； ○有（ナイターは3kmコース）
全日本スキー連盟公認コース
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：無料 ジム：×無

【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
1月平均気温：-7.4℃、1月平均降水量：113.6mm

【各国代表クラス等の受入実績】
ノルウェー、ドイツ、ベラルーシなど10カ国程度
（2007 札幌ノルディック世界選手権）

【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



富沢クロスカントリー
スキーコース
（昭和63年完成）

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
距離：2，3，5，10km
ナイター設備；○有（2Kmコースのみ）
更衣室：×無 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：無料
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：旭川市神居町富沢
1月平均気温：-7.5℃、1月平均降水量：69.6mm

【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



なよろ健康の森クロスカン
トリーコース
（平成8年完成）

お問い合わせ先
名寄市教育委員会生涯学習課スポーツ振興係
ＴＥＬ01654-2-2218
E-mail：ny-bunsen@city.nayoro.lg.jp

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー、ノルディック複合
距離：10,000ｍ ナイター設備：×無
全日本公認コース 5km、10km
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：無料 ジム： ×無 プール：×無

【宿泊施設～名寄温泉サンピラーの場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊3食)6,480円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：4ｋｍ（バスで5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：名寄市日進3
1月平均気温：-9.7℃、１月平均降水量：57mm

【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50分

○名寄市

✈旭川空港

写 真



旭岳クロスカントリーコー
ス（昭和57年）

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
距離：7.5ｋｍ ナイター設備：○有（2.5ｋｍコース）
更衣室：×無 シャワー室：×無 （更衣室、シャワーは宿泊施設を利用）

トイレ（洋式・身障者用）：○有
オファーが来た場合の貸切使用：×不可
利用料：個人１日1,000円（旭岳温泉宿泊者は無料）

ジム：東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター内にあり（車で40分）

※ 夏はローラースキー対応（2.5ｋｍコース）

【宿泊施設：旭岳温泉（宿泊施設：9軒）】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：6,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：約400m（徒歩5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） ：〇可能
外国語対応（英語）：〇可能

所在地：東川町湧駒別
1月平均気温：-10.4℃、1月平均降水量：21.5mm
※市街地のデータ

【各国代表クラス等の受入実績】
韓国ナショナルチーム（07-08シーズン)
日本代表選手受入実績多数

【アクセス】
旭川空港から車で約10分

○東川町
✈旭川空港

東川町

お問い合わせ先 東川町役場交流促進課交流推進室
TEL:0166-82-2111
E-mail：kouryu@town.higashikawa.lg.jp



キトウシクロスカントリー
コース（平成26年）

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
距離：1.44ｋｍ ナイター設備：×無
更衣室：×無 シャワー室：×無
(更衣室、シャワーは宿泊施設にあり（徒歩5分）)

トイレ（洋式・身障者用）：○有

オファーが来た場合の貸切使用：×不可 利用料：無料

ジム：東川町Ｂ＆Ｇ海洋センター内にあり（車で10分）

【宿泊施設：ｷﾄｳｼ高原ﾎﾃﾙの場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：8,640円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：約400m（徒歩5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）：○可能

所在地：東川町西4号北43
１月平均気温：-10.4℃、１月平均降水量：21.5mm
※市街地のデータ

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
旭川空港から車で約10分

○東川町
✈旭川空港

東川町

お問い合わせ先 東川町役場交流促進課交流推進室
TEL:0166-82-2111
E-mail：kouryu@town.higashikawa.lg.jp



白金
クロスカントリーコース

お問い合わせ先
美瑛町経済文化振興課スポーツ推進室
ＴＥＬ0166-92-4141
E-mail：keibun_shinkou@town.biei.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
距離 8㎞ ナイター設備：×無
更衣室：×無 シャワー室：×無
トイレ：×無
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：無料

ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設～国立大雪青少年交流の家の場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：要問い合わせ
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：1㎞
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：美瑛町
1月平均気温：-9℃、1月平均降水量：47mm

【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20分

美瑛町

写真 準備中

○旭川市
✈旭川空港



道立公園てんとらんどクロ
スカントリーコース
（平成5年完成）

お問い合わせ先
網走市教育委員会 スポーツ課
ＴＥＬ：0152-43-3647
E-mail：ZUSR-KI-TAIIKU-SHINKOU@city.abashiri.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
競技：クロスカントリースキー
距離 3km ナイター設備：×無
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：無料
ジム：×無 プール： ×無
（ジム、プールは市内に有り）

【宿泊施設 ～網走観光ホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊２食)9,000円～
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）：－未回答

所在地：網走市字八坂1番地
1月平均気温：-5.5℃、1月平均降水量：54.5mm

【各国代表クラス等の受入実績】
2014年ソチパラリンピック バイアスロン 日本代表久保選手

【アクセス】
女満別空港からバスで約30分

○網走市
✈女満別空港

網走市



紋別スポーツセンター
クロスカントリーコース
（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】
競技：クロスカントリースキー
距離 5㎞ ナイター設備：×無
更衣室：○有（運動公園内別建物）シャワー室： ○有（運動公園内別建）

トイレ（洋式・身障者用）：○有（運動公園内別建物）

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 プール：×無（市内にあり。車で10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
1月平均気温：-5.6℃、1月平均降水量：45.3mm

【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車で約15分

○紋別市
✈オホーツク紋別空港

紋別市



柏ヶ丘運動公園クロスカン
トリーコース

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】
競技：クロスカントリースキー
距離：2.5ｋｍ ナイター設備：○有
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：無料
ジム： ×無 プール：×無

【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：美幌町字西2条南5丁目1番地外
1月平均気温：-8.7℃、1月平均降水量：41.6mm

【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10分

美幌町

○美幌町
✈女満別空港

写 真



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


