
北 海 道 で 合 宿 を

(スケート場編）



自治体名 スケート場名称 ナイター 更衣室 ｼｬﾜｰ室 ﾄｲﾚ（洋） 貸切 ジム プール

美香保体育館 － ○ ○ ○ ○ × × フィギュア／ショートトラック

月寒体育館 － ○ ○ ○ ○ × × フィギュア／ショートトラック／アイスホッケー

星置スケート場 － ○ ○ ○ ○ × × フィギュア／アイスホッケー

2 泊村 アイスセンター － ○ ○ ○ ○ ○ × フィギュア／ショートトラック／アイスホッケー

3 旭川市 大雪アリーナ ― 〇 〇 〇 △ × × アイスホッケー

ハイランドスポーツセンター ○ ○ × ○ ○ × × スピードスケート

白鳥王子アイスアリーナ － ○ ○ ○ ○ ○ × フィギュア／アイスホッケー

沼ノ端スケートセンター － ○ × ○ ○ × × フィギュア／アイスホッケー

新ときわスケートセンター － ○ × ○ ○ ○ × フィギュア／アイスホッケー

5 北見市 市民スケートリンク ○ ○ × ○ ○ × × スピードスケート

明治北海道十勝オーバル － ○ ○ ○ ○ ○ ○ スピードスケート

帯広の森アイスアリーナ － ○ × ○ △ ○ ○ フィギュア／アイスホッケー

帯広の森スポーツセンター － ○ ○ ○ △ ○ ○ フィギュア／アイスホッケー

柳町スピードスケート場 ○ ○ × ○ ○ × × スピードスケート

柳町アイスホッケー場 － ○ × ○ ○ × × ショートトラック／アイスホッケー

春採アイスアリーナ － ○ × ○ ○ × × フィギュア／アイスホッケー

日本製紙アイスアリーナ － ○ ○ ○ ○ × × アイスホッケー

8 浜中町 町民スケートリンク ○ ○ ○ ○ △ ○ × スピードスケート

9 標茶町 野外アリーナ ○ × ○ ○ △ ○ ○ アイスホッケー

運動公園スピードスケート場 ○ × ○ ○ ○ × ○ スピードスケート

運動公園アイスホッケー場 ○ × ○ ○ ○ × ○ アイスホッケー

○スポーツ合宿：道内スケート場一覧

6 帯広市

1 札幌市

4 苫小牧市

【註釈】△：要相談

10 中標津町

7 釧路市



美香保体育館
（昭和46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】
競技：フィギュア・ショートトラック
屋内リンク：30m×60m
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183,700円～ 個人利用1日580円
ジム：×無 プール：×無
開館期間：4月～9月

【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
1月平均気温：-4.5℃、1月平均降水量：71.5mm

【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



月寒体育館
（昭和46年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア・ショートトラック・アイスホッケー
屋内リンク：30m×60m
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183,700円～ 個人利用1日580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：札幌市豊平区月寒東1条8丁目
1月平均気温：-4.5℃、1月平均降水量：71.5mm

【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



星置スケート場
(昭和46年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア・アイスホッケー
屋内リンク：30m×60m 
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183,700円～ 個人利用1日580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：札幌市手稲区星置2条1丁目12-1
1月平均気温：-4.5℃、1月平均降水量：71.5mm

【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



泊村アイスセンター
（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】
競技：フィギュア・ショートトラック・アイスホッケー
屋内リンク：30m×60m 
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8,000円 個人利用1回300円
ジム：○有 ※見学歓迎

宿泊施設情報 準備中

所在地：泊村1泊村１
1月平均気温：-4.2℃、1月平均降水量：220.1mm

【各国代表クラス等の受入実績】
全日本ショートトラックナショナルチーム／ジュニア合宿
日韓交流事業 ショートトラック競技交流合宿

【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



大雪アリーナ
（昭和61年完成）

【トレーニング施設】
競技：アイススレッジホッケー
屋内リンク：30m×60m 
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（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106,050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：旭川市神楽4条7丁目
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



苫小牧市ハイランドスポー
ツセンター
（昭和42年完成）

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】
競技：スピードスケート
屋外リンク：1周400ｍ リンク幅：14ｍ
ナイター設備：◯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：○可能
利用料：専用利用1時間13,000円 個人利用1回400円
ジム：×無 プール：×無
（ジム・プールは市内に有り。車で15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：苫小牧市高丘41
1月平均気温：-3.8℃、1月平均降水量：40mm

【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



白鳥王子アイスアリーナ
（平成8年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア・アイスホッケー
リンクの大きさ 60ｍ×30ｍ
アイスホッケーNTC強化拠点指定施設
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18,600円 個人利用1時間400円
ジム：○有 プール：×無 （プールは市内に有り。車で15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：苫小牧市若草町2丁目4-1
1月平均気温：-3.8℃、1月平均降水量：40mm

【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

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



苫小牧市沼ノ端スケートセ
ンター（平成22年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア・アイスホッケー
リンクの大きさ 60ｍ×28ｍ
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時間15,600円 個人利用1時間400円
ジム：×無 プール：×無
（施設隣りにジム・プール有り。）

【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：苫小牧市北栄町3丁目2-3
1月平均気温：-3.8℃、1月平均降水量：40mm

【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

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



苫小牧市新ときわスケート
センター（平成26年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア・アイスホッケー
リンクの大きさ 60ｍ×30ｍ
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時間18,600円 個人利用1時間400円
ジム：○有 プール：×無 （プールは市内に有り。車で15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：苫小牧市ときわ町3丁目8-1
1月平均気温：-3.8℃、1月平均降水量：40mm

【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

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



北見市民スケートリンクス
ケート場（屋外）
（平成24年完成）

お問い合わせ先
北見市教育委員会 スポーツ課
ＴＥＬ0157-33-1842
E-mail：sports@city.kitami.lg.jp

【トレーニング施設】
競技：スピードスケート
屋外リンク：１周400ｍ リンク幅：16ｍ
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：○可能
利用料：専用利用1時間1,000円 個人利用1回120円
ジム：×無 プール：×無
（ジム、プールは市内に有り、車で15分）

【宿泊施設～北見ピアソンホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊朝食)7,400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：○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：北見市光葉町4番地1
1月平均気温：-8.6℃、1月平均降水量：14.5mm

【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

○北見市
✈女満別空港

北見市



北見市民スケートリンクス
ケート場（屋内）
（平成25年完成）

お問い合わせ先
北見市教育委員会 スポーツ課
ＴＥＬ0157-33-1842
E-mail：sports@city.kitami.lg.jp

【トレーニング施設】
競技：アイスホッケー
屋内リンク：60ｍ × 30ｍ
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時間560円 ジム：×無 プール：×無
（ジム、プールは市内に有り。車で15分）

【宿泊施設～北見ピアソンホテルの場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊朝食)7,400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：○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：北見市光葉町4番地1
1月平均気温：-8.6℃、1月平均降水量：14.5mm

【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

○北見市
✈女満別空港

北見市



明治北海道十勝オーバル
（帯広の森屋内スピードスケート場）

（平成21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】
競技：スピードスケート
1周の距離：400ｍ リンク幅：15ｍ
ＮＴＣ競技別強化拠点指定
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12,000～15,000円 個人利用1日800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)
1月平均気温：-7.5℃、1月平均降水量：42.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
スピードスケート日本代表・韓国代表（Ｈ21年～）

【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



帯広の森アイスアリーナ
（昭和62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】
競技：フィギュア・アイスホッケー
屋内リンク：30m×60m （公認リンク）
JOC競技強化センター認定施設
選手控室： ○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30分4,900円 個人利用1回470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)
1月平均気温：-7.5℃、1月平均降水量：42.8mm

【各国代表クラス等の受入実績】
・全日本代表合宿、全日本女子代表合宿

【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



帯広の森スポーツセンター
（平成13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】
競技：フィギュア・アイスホッケー
屋内リンク：30m×60m （公認リンク）
選手控室： ○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： （冬季）専用利用30分4,900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)
1月平均気温：-7.5℃、1月平均降水量：42.8mm

【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



釧路市柳町スピードスケー
ト場（昭和46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】
競技：スピードスケート
屋外リンク：1周400ｍ トラック幅：15ｍ
ナイター設備：◯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：○可能
利用料：専用利用30分6,840円 個人利用1日400円
ジム：×無 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：釧路市柳町1-1
1月平均気温：-4.9℃、1月平均降水量：5mm

【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



釧路市柳町アイスホッケー
場（昭和54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】
競技：ショートトラック、アイスホッケー
屋内リンク：60m×30m
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30分6,830円 個人利用1日490円
ジム：×無 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：釧路市柳町1-1
1月平均気温：-4.9℃、1月平均降水量：5mm

【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



釧路市春採アイスアリーナ
（昭和58年完成）

【トレーニング施設】
競技：フィギュア、アイスホッケー
屋内リンク：60m×30m
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30分8,060円 個人利用1日490円
ジム：×無 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：釧路市春採7-1
1月平均気温：-4.9℃、1月平均降水量：5mm

【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

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



日本製紙アイスアリーナ
（平成8年完成）

【トレーニング施設】
競技：アイスホッケー
屋内リンク：60m×30m
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30分9,940円 個人利用1日490円
ジム：×無 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：釧路市鳥取大通3-6-33
1月平均気温：-4.9℃、1月平均降水量：5mm

【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

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



浜中町民スケートリンク
（昭和63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】
競技：スピードスケート
屋外リンク：1周400ｍ トラック幅：13ｍ
ナイター設備：◯有
更衣室､シャワー室､トイレ(洋式)：△有（隣接：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：◯有 無料（隣接：総合体育館内）
プール：×無

【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
1月平均気温：-7.4℃、1月平均降水量：0.5mm

【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✈



野外アリーナ
（平成7年）

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】
競技：アイスホッケー
屋外リンク：2,200㎡
ナイター設備：◯有 管理棟：◯有
更衣室：×無 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8,160円～ 個人利用200円
ジム：○有 有料（隣接） プール：○有 300円（隣接）

【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：標茶町常盤9丁目14
1月平均気温：-8.2℃、1月平均降水量：44mm

【各国代表クラス等の受入実績】
特になし

【アクセス】
釧路空港から車で約80分

中標津空港から車で約1時間

標茶町

写真 準備中

○標茶町

✈釧路空港

✈中標津空港



中標津町運動公園
スピードスケート場
（平成15年完成）

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】
競技：スピードスケート
屋外リンク：1周400ｍ トラック幅：8ｍ
ナイター設備：◯有
更衣室：×無 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：無料
ジム：×無 プール：◯有 無料（車で約5～15分）

所在地：中標津町緑ヶ丘6-3
1月平均気温：-7.1℃、1月平均降水量：51mm

【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



中標津町運動公園
アイスホッケー場
（平成15年完成）

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】
競技：アイスホッケー
屋外リンク：61ｍ×30ｍ
ナイター設備：◯有
更衣室：×無 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：無料
ジム：×無 プール：◯有 無料（車で約5～15分）

所在地：中標津町緑ヶ丘6-3
1月平均気温：-7.1℃、1月平均降水量：51mm

【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


