
北 海 道 で合 宿 を

(サッカー・ラグビー・ホッケー場編）



◯スポーツ合宿：道内サッカー・ラグビー・ホッケー場一覧 

 自治体名 陸上競技場名称 
トレーニング施設（陸上競技場）の概要 

備考 
更衣室 シャワー室 トイレ（洋） 貸切 ジム 

1 夕張市 広場・第一球技場、第二球技場 ✓ ✘ ✓ ✓ ✘  

2 岩見沢市 
岩見沢教育大学 

岩見沢校サッカー場 
✘ ✘ ✘ ✓ ✓  

3 芦別市 
陸上競技場 ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 

ジムは宿泊施設に隣接 

球技場 ✘ ✘ ✓ ✓ ✘ 

4 札幌市 

白旗山球技場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

厚別公園球技場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

月寒屋外競技場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

5 江別市 
野幌総合運動公園ホッケー場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ サッカー 

野幌総合運動公園ホッケー場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘ ホッケー 

6 千歳市 青葉公園サッカー場 ✘ ✘ ✘ * ✘  

7 小樽市 望洋サッカー・ラグビー場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

8 苫小牧市 緑ヶ丘公園サッカー場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  

9 伊達市 

大滝総合運動公園 ✓ ✘ ✓ * ✘  

優徳農村公園スポーツ広場 ✘ ✘ ✘ * ✘  

まなびの広場公園サッカー場 ✓ ✓ ✘ * ✘  

10 函館市 
フットボールパーク ✓ ✓ ✓ * ✘  

フットボールパーク ✓ ✓ ✓ * ✘  

11 北斗市 運動公園多目的広場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

12 七飯町 
東大沼多目的グラウンドトルナ

ーレ 
✓ ✘ ✓ ✓ ✘  

13 士別市 手塩川サッカー場 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

14 名寄市 なよろ健康の森サッカー場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘  

15 稚内市 
富士見球技場 ✓ ✓ ✓ * ✘  

若葉球技場 ✓ ✘ ✘ * ✘  

16 北見市 モイワスポーツワールド ✘ ✓ ✓ ✓ ✘  



 自治体名 陸上競技場名称 
トレーニング施設（陸上競技場）の概要 

備考 
更衣室 シャワー室 トイレ（洋） 貸切 ジム 

17 網走市 
スポーツトレーニングフィール

ド 
✘ ✘ ✓ ✓ ✓  

18 美幌町 あさひ広場公園多目的運動広場 ✓ ✓ ✓ * ✘  

19 津別町 
ふれあい公園ラグビー・サッカ

ー場 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

20 遠軽町 

多目的広場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘  

湧別川球技場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘  

湧別川多目的広場 ✘ ✘ ✘ ✓ ✘  

21 帯広市 帯広の森球技場 ✘ ✘ ✓ ✓ ✓  

22 新得町 スポーツ芝生広場 ✘ ✘ ✓ * ✘  

23 中標津町 運動公園球技場 ✘ ✓ ✓ ✓ ✘  

【註釈】    *：要相談

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



平和運動公園多目的広場・
第一球技場、第二球技場
（平成11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
Emai l：ybrki k@ci t y. yubari . l g. j p

【トレーニング施設】

フィールド面積：137ｍ×90ｍ 天然芝：3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9, 450円
ジム：×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：7km（バス9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：夕張市平和
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



北海道教育大学岩見沢校
サッカー場
（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-mai l：sport s＠i - hamanasu. j p

【トレーニング施設】
競技：５人制サッカー、７人制サッカー
フィールド面積：１０５ｍ×６８ｍ 人工芝：１面
ナイター設備：○（平成27年度設置予定）
更衣室：×無 シャワー室：×無
トイレ（身障者用）：×無
オファーが来た場合の貸切使用：○可能
利用料：無料
ジム：◯有（隣接） 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



芦別市陸上競技場
インフィールド
（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-mai l：t ai i ku@ci t y. ashi bet su. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
面積：100ｍ×68ｍ 天然芝：1面（サッカー）
ナイター設備：×無
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：○可能
使用料：1日2, 330円
※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 ～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。

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

【主な受入実績】
2002年横浜ＦＣ（サッカー：Ｊ２）
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】
新千歳空港からバスで約2時間30分

芦別市

○芦別市
✈新千歳空港



芦別市球技場
（平成17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-mai l：t ai i ku@ci t y. ashi bet su. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
面積（天然芝）：36, 400㎡
サッカー 2面（68ｍ×105ｍ）
ラグビー 2面（68ｍ×144ｍ）
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：1日4, 670円
※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 ～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。

所在地：芦別市上芦別町9番地
8月平均気温：21. 5℃、8月平均降水量：137. 6mm

【主な受入実績】
なし

【アクセス】
新千歳空港からバスで約2時間30分

芦別市

○芦別市
✈新千歳空港



札幌市白旗山競技場
（平成2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-mai l：sport s@ci t y. sapporo. j p

【トレーニング施設】

フィールド面積：16, 550㎡ 天然芝：2面（サッカー）
更衣室：○有 シャワー室：○有（別途料金）
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24, 200円 1時間2, 400円
ジム：×無 夜間照明：○有（別途料金）

【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：札幌市清田区真栄502番地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

○札幌市
✈新千歳空港



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-mai l：sport s@ci t y. sapporo. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：105ｍ×70ｍ 天然芝：1面（サッカー）
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
※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- 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



札幌市月寒屋外競技場
（昭和62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-mai l：sport s@ci t y. sapporo. j p

【トレーニング施設】

フィールド面積：12, 700㎡ 天然芝：1面（ラグビー）
更衣室：○有 シャワー室：○有（別途料金）
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77, 400円 ジム：×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
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

写 真
準備中



野幌総合運動公園
ホッケー場
（平成元年完成）

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】
フィールド面積：144ｍ×69ｍ
天然芝：１面（サッカー）
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：○可能
利用料：専用利用1時間2, 150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更衣室、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



野幌総合運動公園
ラグビー場
（平成元年完成）

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】
フィールド面積：144ｍ×69ｍ／面
天然芝：２面（ラグビーフットボール）
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：○可能
利用料：専用利用1時間につき2, 150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更衣室、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



野幌総合運動公園
ホッケー場
（昭和60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】
人工芝コート：1面 110ｍ×73ｍ 日本ホッケー協会公認
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：○可能
利用料：１時間2, 300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更衣室、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



千歳市青葉公園サッカー場
（平成3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-mai l：kankosei saku＠ci t y. chi t ose. hokkai do. j p

【トレーニング施設】

フィールド面積：98ｍ×62ｍ 天然芝：2面
更衣室：×無 シャワー室：×無
トイレ（洋式・身障者用）：×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12, 000円
ジム：×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：千歳市泉沢868番地の22・26
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



小樽市望洋サッカー・ラグ
ビー場（平成17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）
Emai l：syogai - sport s@ci t y. ot aru. l g. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：150ｍ×100ｍ
天然芝：2面（サッカー） クレイ：1面（サッカー）
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 天然芝11, 800円 クレイ7,400円
ジム：×無 運営室○有（1日4, 900円）

【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：小樽市朝里川温泉1丁目143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】
サッカーＪ１浦和レッドダイヤモンズ（平成25年度）

【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

写 真



苫小牧市緑ヶ丘公園サッ
カー場（昭和63年・平成8
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-mai l：sport s@ci t y. t omakomai . Hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：19, 000㎡ 天然芝：2面（ラグビー1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日6, 400円
ジム：×無 夜間照明：×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、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



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-mai l：shogai gakushu@ci t y. dat e. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：90ｍ×76ｍ 天然芝：1面（サッカー）
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3, 000円 ジム：×無
※ ノルディックウォーキング常設コース有り（6kmウッドチップ
敷コース内2. 5kmナイター照明完備、クラブハウス付属）

【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番地
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



優徳農村公園スポーツ広場
（平成11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-mai l：shogai gakushu@ci t y. dat e. hokkai do. j p

【トレーニング施設】

フィールド面積：120ｍ×83ｍ 天然芝：1面（サッカー）
更衣室：×無 シャワー室：×無
トイレ（洋式・身障者用）：×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10, 000円 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：伊達市大滝区優徳113- 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



まなびの広場公園サッカー
場（平成11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-mai l：shogai gakushu@ci t y. dat e. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：105ｍ×68ｍ 人口芝：1面（サッカー）
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：△要相談
利用料：専用利用１日10, 000円 ジム：×無
※ 審判員室・ミーティングルーム・調理室有り

【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：伊達市東有珠町76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



函館フットボールパーク
（サッカー、ラグビー）
（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-mai l：sport s@ci t y. hakodat e. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：68ｍ×120ｍ
人工芝：２面 （サッカー･ラグビー兼用、ＪＦＡ公認規格）
（ほかに人工芝フットサルコート18m×38m3面有り）
夜間照明：◯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：△要相談
利用料：専用利用1面1時間2, 700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：×無（市民プール有り。車で約20分、2時間420円）
（ラグビー場は，ほかに根崎公園ラグビー場有り）

所在地：函館市日吉町4丁目50番5
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15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）



函館フットボールパーク
（サッカー）
（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-mai l：sport s@ci t y. hakodat e. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
面積：68ｍ×105ｍ
天然芝・クレー：各１面（ｸﾚｰｸﾞﾗｳﾝﾄﾞは平成28年度改修予定）
夜間照明：×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：△要相談
利用料：専用利用1面1時間2, 000円(天然芝) 1, 000円( ｸﾚｰ)
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：×無（市民プール有り。車で約20分、2時間420円）
（サッカー場は，ほかに昭和公園多目的広場有り）

所在地：函館市日吉町4丁目7番
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15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）



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-mai l：ono_yoshi nori @ci t y. hokut o. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：7, 300ｍ 天然芝：1面（サッカー・ラグビー）
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26, 500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



東大沼多目的グラウンド
トルナーレ
（平成12年完成）

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-mai l：sei saku＠town. nanae. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：166ｍ×134ｍ
天然芝：２面（サッカー）
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、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：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） :△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】
2000 シドニー五輪サッカー日本代表
2004 横浜Ｆ・マリノス、浦和レッドダイヤモンズ
2005～2014 川崎フロンターレ
2008 水原三星ブルーウィングス（韓国Ｋリーグ）

【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



天塩川サッカー場
（昭和59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-mai l：sport ska@ci t y. shi bet su. l g. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：33, 777㎡ 天然芝：3面
更衣室： ×無 シャワー室：×無
トイレ（洋式・身障者用）： ×無
※ 更衣室、シャワー、トイレは士別市サイクリングターミナル
に有り（車で3分）

オファーが来た場合の貸切使用：○可能 利用料：無料
ジム： ×無（士別イン翠月に有り。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）

所在地：士別市東山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】
特になし

【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

【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



なよろ健康の森サッカー場
（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-mai l：ny- bunsen@ci t y. nayoro. l g. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：105ｍ×65ｍ 天然芝：2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：△要相談
利用料：専用利用1日3, 240円
ジム： ×無(市内スポーツセンターにあり 有料 車で10分)
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
8月平均気温：25. 9℃、8月平均降水量：119mm

【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

名寄市



富士見球技場
（昭和57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：tai kyo@wakkanai - sport s. or. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：100ｍ×95ｍ 天然芝：1面（サッカー）
夜間照明：○有 1, 500円/時 （練習使用の場合2, 000円/日）
更衣室：◯有 シャワー室：◯有
トイレ（洋式）：◯有
※更衣室、トイレ、シャワーは総合体育館にあり（隣接）
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4, 000円
ジム：×無 プール：○有（車で10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：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



若葉球技場
（平成2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：tai kyo@wakkanai - sport s. or. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：115ｍ×85ｍ
天然芝：1面（サッカー・ラグビー）
夜間照明：×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：△要相談
利用料：専用利用１日2, 000円
ジム：×無 プール：○有(車で15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14km（車で20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：稚内市若葉台1丁目 若葉公園内
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



北見モイワ
スポーツワールド
（平成5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-mai l：sport s@ci t y. ki t ami . l g. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：130m×90m
天然芝：４面（サッカー・ラグビー）
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：専用利用1時間670円
ジム：×無 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）

所在地：北見市美園369－1
8月平均気温：20. 7℃、8月平均降水量：111. 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

【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
Wi Fi :○有



網走スポーツ
トレーニングフィールド
（平成3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-mai l：ZUSR-KI - TAI IKU- SHINKOU@ci t y. abashi ri . hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：110, 700㎡
天然芝：７面（サッカー・ラグビー）
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
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：網走市呼人
8月平均気温：19. 6℃、8月平均降水量：100mm

【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30分

○網走市
✈女満別空港

網走市



あさひ広場公園
多目的運動広場
（平成元年完成）

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-mai l：sport s＠town. bi horo. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：17, 450㎡
天然芝：２面（サッカー・ラグビー）
更衣室：○有 シャワー室：○有
トイレ（洋式・身障者用）： ○有
※ 更衣室、身障者用トイレは、
隣接するあさひ体育センターにあり。

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： ×無・ プール：×無（B&G海洋ｾﾝﾀｰにあり。車で5分）

【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：美幌町字稲美137番地の7
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

写 真



津別町ふれあい公園
ラグビー場・サッカー場
（平成10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-mai l：syakyou＠ai oros. ocn. ne. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：90ｍ×150ｍ
天然芝：4面（サッカー・ラグビー）
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
簡易ジム：○有 無料 プール：○有 無料（車で約1分）

【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：津別町字高台122－1
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



えんがる多目的広場
（平成11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-mai l：shat ai @engaru. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：10, 616㎡
天然芝：1面（サッカー）
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：○可能
利用料：専用利用1日2, 300円
ジム：×無

【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3
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



えんがる湧別川球技場
（昭和63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-mai l：shat ai @engaru. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：19, 440㎡
天然芝：１面（サッカー）
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：○可能
利用料：専用利用1日2, 300円
ジム：×無

【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2番地5
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



えんがる湧別川多目的広場
（平成15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-mai l：shat ai @engaru. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：17, 900㎡
天然芝：１面（サッカー）
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：○可能
利用料：専用利用1日2, 300円
ジム：×無

【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2番地5
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



帯広の森球技場
（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-mai l：sport s@ci t y. obi hi ro. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：105ｍ×68ｍ
天然芝：2面（サッカー・ラグビー）
更衣室：×無 シャワー室：×無
※更衣室、シャワー室は公園内近隣施設に有
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1, 550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】
横浜F・マリノス合宿（H14年）
サッカー日本代表（U-16)合宿（H16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



スポーツ芝生広場
（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-mai l：adachi - t＠t own. shi nt oku. hokkai do. j p

【トレーニング施設】
競技：サッカー、５人制サッカー
フィールド面積：１１８ｍ×１６６ｍ 天然芝：２面
ナイター設備：1面有
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：専用利用料1日8, 000円
ジム：×無（別施設で利用可） プール：×無（別施設で利用可）

【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



中標津町運動公園球技場
（平成19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-mai l：1243mat sui＠nakashi bet su. j p

【トレーニング施設】
フィールド面積：164ｍ×90ｍ
天然芝：２面（サッカー・ラグビー）
ナイター設備：◯有（１面のみ）
更衣室：×無 シャワー室：○有（管理棟）
トイレ（洋式）：○有（管理棟）
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5～10分）

【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

所在地：中標津町緑ヶ丘6－3
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】
2007 ラグビー日本代表

【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✈



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


