
北 海 道 で 合 宿 を

(陸 上 競 技 編）



◯スポーツ合宿：道内陸上競技場一覧 

 自治体名 陸上競技場名称 
公認

種別 

トレーニング施設（陸上競技場）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 札幌市 
厚別公園 1種 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

円山 2種 ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  

2 函館市 千代台講演 2種 ✘ ✓ ✓ ✓ * ✘ ✓  

3 釧路市 釧路市民 2種 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

4 帯広市 帯広の森 2種 ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

5 北見市 北見市東陵公園 3種 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓  

6 岩見沢市 東山公園 — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  

7 網走市 網走市営 3種 ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓  

8 苫小牧市 緑ヶ丘公園 3種 ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  

9 芦別市 芦別市 3種 ✘ ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ジムとプールは総合体育館にあり 

10 士別市 士別市 3種 ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ ✓  

11 千歳市 青葉公園 3種 ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  

12 滝川市 滝川市 4種 ✘ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘  

13 深川市 深川市 3種 ✓ ✓ ✘ ✘ * ✘ ✘  

14 伊達市 大滝総合運動公園 — ✘ ✓ ✘ ✓ * ✘ ✘ ジムとプールは総合体育館にあり 

15 北斗市 運動公園多目的広場 4種 ✘ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 各設備は隣接の総合体育館にあり 

16 美幌町 柏が丘運動公園 — ✓ ✓ ✘ ✘ * ✓ ✓  

17 津別町 — — — — — — — — — ロード練習、フィジカルトレーニング施設あり 

18 標茶町 — — — — — — — — — ロード練習、フィジカルトレーニング施設あり 

19 弟子屈町 — — — — — — — — — ロード練習、フィジカルトレーニング施設あり 

20 七飯町 — — — — — — — — — ロード練習 

21 小樽 小樽手宮公園 3種 ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ ✘  

【註釈】    *：要相談



札幌市厚別公園競技場
（昭和６１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】
日本陸連第１種公認競技場、ナイター設備：○有
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39,000円 個人利用390円

ジム：○有 500円 プール：×無

※平成26年度トラック（メイン及びサブ）の改修工事予定で、各種器具も更新予定。ナイター設備は自

走式照明車（４基）の使用が可能ですが、施設使用料とは別に実費がかかります。

【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：札幌市厚別区上野幌３条１丁目２番１号
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



札幌市円山競技場
（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】
日本陸連第２種公認競技場、ナイター設備：×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25,800円 個人利用260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：札幌市中央区宮ケ丘３
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

○札幌市
✈新千歳空港



函館市千代台公園
陸上競技場
（平成１１年完成）

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】
日本陸連第２種公認競技場、ナイター設備：×無
更衣室：○有 シャワー室：○有 トイレ（洋式・身障者用）：○有
車いす用スロープ：◯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20,000円 個人利用200円
ジム：×無（函館アリーナに有り。車で約10分、2時間400円）
プール：◯有（隣接の市民プール）2時間420円

所在地：函館市千代台町２２－２４
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２０分

○函館市
✈函館空港

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）



釧路市民陸上競技場
（昭和６２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】
日本陸連第２種公認競技場、ナイター設備：○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16,400円 個人利用130円
ジム：○有 3時間410円 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１３
８月平均気温：１８．０℃、８月平均降水量：１３０．８mm

【各国代表クラス等の受入実績】
H25 日本陸連（長距離・マラソン部門）

【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



帯広の森陸上競技場
（昭和５７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】
日本陸連第２種公認競技場、ナイター設備：×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時間2,400円 個人利用190円
ジム：○有 200円 プール：○有 400円

【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】
H19 世界陸上2007大阪大会日本代表（投擲部門）

【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



北見市東陵公園
陸上競技場
（平成１７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】
日本陸連第３種公認競技場、ナイター設備：×無
更衣室：×無 シャワー室：×無
トイレ（洋式・多目的）：○有
バリアフリー：◯
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60円
ジム：○有 4時間350円 プール：○有400円
（プールは市街地からバスで5分程度の場所に平成27年3月完成予定）

【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）：○可
WiFi:○有

所在地：北見市東陵町２７
８月平均気温：２０．２℃、８月平均降水量：１１３．２mm

【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



東山公園陸上競技場
（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】
日本陸連第３種公認競技場、ナイター設備：○有
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：○可能
利用料：専用利用1日8,640円 個人利用150円
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
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



網走市営陸上競技場
（平成１３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】
日本陸連第３種公認競技場、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：○有 無料 プール：○有 無料

【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：網走市駒場南１－８－１
８月平均気温：１９．６℃、８月平均降水量：１０１．０mm

【各国代表クラス等の受入実績】
H20 2008年北京オリンピック日本代表（マラソン・長距離）

【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



苫小牧市緑ヶ丘公園
陸上競技場
（平成２７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】
日本陸連第３種公認競技場（取得予定）、ナイター設備：×無
更衣室：○有
シャワー室：○有
トイレ（洋式・多目的）：○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9,000円 個人利用100円

ジム：×無 プール：×無
※センターハウスはバリアフリー

【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２－２６
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



芦別市陸上競技場
（平成１０年完成）

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：gassyuku@city.ashibetsu.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
日本陸連第三種公認競技場、ナイター設備：×無
更衣室：×無
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

使用料：無料（海外、全日本チーム等については負担ゼロ）
※ジムとプールはスターライトホテルに隣接
※更衣室とシャワー室は隣接の体育館に附設

【宿泊施設 ～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

所在地：芦別市上芦別町６番地
８月平均気温：２２．５℃、８月平均降水量：１３７．６mm

【主な受入実績】
2007年世界陸上・リトアニア代表
2008年北京オリンピック・ドイツ代表

【アクセス】
旭川空港からバスで約１時間４５分

○芦別市
✈旭川空港

芦別市



士別市陸上競技場
（平成５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】
日本陸連第３種公認競技場、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 車いす用スロープ：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：○有
利用料：無料
ジム：○有 無料（隣接の士別イン翠月にもあり。宿泊者に対しては無料）
プール：○有（市内に設置されている「南郷プール」の使用は合宿者無料）
※サブグラウンド（クレイ４コース）整備
※各種器具も更新予定

【宿泊施設～士別イン翠月の場合】
市内の宿泊料金（相場:１泊２食)9,000円程度
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：400m（徒歩可）
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
車いす対応：◯可能
低酸素システム設備：○有
障がい者用ルーム：○有（１室、H28.3完成予定）

所在地：士別市南士別町1612番地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】
H19 世界陸上大阪大会 ドイツ代表
H20 2008年北京オリンピック・ドイツ代表

【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



青葉公園陸上競技場
（平成７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】
日本陸連第３種公認競技場、ナイター設備：×無
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30,000円 個人利用600円
ジム：×無 プール：×無

【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１７６－１
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



滝川市陸上競技場
（昭和４９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】
日本陸連第４種公認競技場、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

【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
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



深川市陸上競技場
（平成７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】
日本陸連第３種公認競技場、ナイター設備：○有
更衣室：○有
シャワー室：×無
トイレ：洋式×無、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】
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２１－３
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



大滝総合運動公園
（昭和６３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】
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：△要相談
利用料：専用利用１日３，０００円
ジム・プール：△総合体育館（車で約４５分）に有

【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：伊達市大滝区大成町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



北斗市運動公園多目的広場
（平成２２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】
日本陸連第４種公認競技場、ナイター設備：×無
更衣室：○有（隣接する総合体育館内）
シャワー室：○有（同上）
トイレ：洋式○有（同上）
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２８，６２０円
ジム：○有（隣接する総合体育館内） 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



柏ヶ丘運動公園陸上競技場
（昭和４３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】
ナイター設備：○有
更衣室：○有
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：専用利用１時間５００円
ジム：○有 ２００円（隣接のスポーツセンター内）
プール：○有 ２００円（隣接）
※競技場出入口に段差なし

【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：美幌町西２条南５丁目
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】
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



津別町（ロード）

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

【フィジカルトレーニング施設】
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：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
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



標茶町（ロード）

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

【フィジカルトレーニング施設】
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
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】
毎年 陸上長距離の国内実業団トップチーム

【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

○標茶町
✈釧路空港

✈中標津空港



弟子屈町（ロード）

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

峠や交通量の少ない道路を使ったロード練習が可能
【フィジカルトレーニング施設】

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：△要相談
利用料：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：△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
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



七飯町（ロード）

お問い合わせ先
七飯町総務部政策推進課地域活性係
ＴＥＬ0138-65-5792
E-mail：seisaku＠town.nanae.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
大沼湖畔周遊コース １３．８㎞
函館大沼プリンスホテルクロスカントリーコース １．５㎞、３㎞
更衣室：×無 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：無料
ジム：×無 プール：×無
※陸上競技場、ジム、プールは近隣市町村と連携

【宿泊施設～函館大沼プリンスホテル】
宿泊料金（１泊２食）:要相談
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間：

大沼湖畔周遊コース バスで５分程度
クロスカントリーコース：ホテル敷地内

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

所在地：七飯町大沼
８月平均気温：２２．９℃、８月平均降水量：１４９mm

【各国代表クラス等の受入実績】
国内実業団１０チーム

【アクセス】
函館空港からバスで約５０分

七飯町

○七飯町
✈函館空港



小樽手宮公園競技場
（平成１２年完成）

お問い合わせ先
小樽市教育委員会 生涯スポーツ課 課長 奥山 充
TEL 0134-32-4111（内線318,415）
Email：syogai-sports@city.otaru.lg.jp

【トレーニング施設】
日本陸連第３種公認競技場 ナイター設備：×無
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：専用利用1日9,900円 個人利用400円
ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設について】
ホテルが数多く有り。
海外からの旅行客も多く、外国語については、
複数の宿泊施設で対応できるものと考えられる。

（要相談）

所在地：小樽市手宮２丁目１番地
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】
受入実績なし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約９０分

小樽市

○小樽市
✈新千歳空港



新得町芝生
ランニングコース

（平成１１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

【宿泊施設～湯宿屈足温泉レイクインの場合】
宿泊料金（１泊２食）:7,170円から
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） :要相談
外国語対応（英語）：要相談
車いす対応：可能

所在地：新得町字上佐幌西３線
８月平均気温：２０．２℃、８月平均降水量：７．９mm

【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

【トレーニング施設】
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：×不可
利用料：無料
ジム：×（別施設で利用可）
プール：×（別施設で利用可）



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


