
北 海 道 で 合 宿 を

(スキー場編）



○スポーツ合宿：道内スキー場一覧

自治体名 スキー場名称
トレーニング施設（スキー場）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 夕張市 マウントレースイ ○ ○ × ○ △ × ×

2 ニセコ町

ニセコアンヌプリ ○ ○ × ○ △ × ×

ニセコモイワ × ○ × ○ △ × ×

3 倶知安町

グランヒラフ、花園 ○ ○ × ○ △ × ○

旭ヶ丘 ○ ○ × ○ △ ○ ×

4 旭川市

カムイ
スキーリンクス

〇 〇 × 〇 △ × ×

サンタプレゼント
パーク

○ ○ × ○ △ × ×

5 富良野市 富良野 ○ ○ × ○ △ × ×

6 美深町 美深 ○ ○ × ○ ○ × × ジムとプールは町民体育館に有り

7 北見市

若松市民 ○ ？ ？ ？ △ × ×

ジムとプールは市内に有り

八方台 ○ × × ○ △ × ×

8 紋別市 市営大山 ○ × × ○ △ × × ジムとプールは市内に有り

【註釈】

△：要相談



マウントレースイスキー場

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】

競技：アルペンスキー・スノーボード・フリースタイルスキー
最長滑走距離：3.5km 平均斜度：4～12°最大斜度：45°
ナイター設備；○有 リフト：4基
更衣室：○有 シャワー室：×無
トイレ（洋式）： ○有 ※ 宿泊施設が隣接
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：個人利用1日4,620円

ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設：ホテルマウントレースイの場合】
市内の宿泊料金（相場:1泊2食)：11,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：隣接
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：―
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：夕張市末広2丁目4番地
1月平均気温：-6.9℃、1月平均降水量：125.6mm

【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



ニセコアンヌプリ
国際スキー場

お問い合わせ先
ニセコ町商工観光課観光戦略推進係

教育委員会町民学習課スポーツ係
ＴＥＬ0136-44-2121
E-mail：gakusyu@town.niseko.lg.jp

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー
最長滑走距離 4.0㎞ 平均斜度 16° 最大斜度 34°
リフト 6基（ゴンドラ1、リフト5） ナイター設備：◯有
更衣室：◯有 シャワー室：×無
トイレ（様式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：要相談

ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設～周辺に2カ所あり】
町内の宿泊料金（相場：1泊2食)：9,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：徒歩1～2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（一部）

所在地：ニセコ町字ニセコ485
1月平均気温：-7.5℃、１月平均降水量：213mm

【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

ニセコ町

ニセコ町○ ✈新千歳空港



ニセコモイワスキー場

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー
最長滑走距離 2.8㎞ 最大斜度 33°
リフト 3基 ナイター設備：×無
更衣室：◯有 シャワー室：×無
トイレ（様式）：◯有
オファーが来た場合の貸切使用：△要相談
利用料：要相談

ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設～周辺に4カ所有り】
町内の宿泊料金（相場：1泊2食)：8,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：バスで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）：○可能（一部）

所在地：ニセコ町字ニセコ448
1月平均気温：-7.5℃、1月平均降水量：213mm

【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

ニセコ町

ニセコ町○ ✈新千歳空港

お問い合わせ先
ニセコ町商工観光課観光戦略推進係

教育委員会町民学習課スポーツ係
ＴＥＬ0136-44-2121
E-mail：gakusyu@town.niseko.lg.jp



スキー場の写真

グランヒラフ、花園スキー
場

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
グランヒラフスキー場 TEL：0136-22-0109

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー、スノーボード
最長滑走距離 ５．６㎞ 平均斜度１４° 最大斜度４０°
リフト１５基 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：△専用利用については要相談
ジム：×無（町総合体育館内にあり。車で１５分） プール：○有

【宿泊施設～周辺および街中に多数あり】
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間（周辺）：徒歩
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの時間（街中）：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：倶知安町字山田２０４番地 外
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

倶知安町○ ✈新千歳空港



スキー場の写真

倶知安町旭ヶ丘スキー場

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：アルペンスキー、スノーボード
最長滑走距離０．５６㎞ 平均斜度１６° 最大斜度３０°
リフト １基 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：△貸切利用については要相談
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

倶知安町○ ✈新千歳空港



カムイスキーリンクス
（昭和59年完成）

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー、スノーボード（アルペン）
最長滑走距離 4.0㎞ 平均斜度10°～18° 最大斜度 35°
リフト 6基（ゴンドラ1,リフト5） 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：△要申請
利用料：リフト料金以外無料
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：旭川市神居町西丘
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】
スノーボードアルペン 日本代表 スイス代表 フランス代表 スロベニア代表

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1時間

○旭川市
✈旭川空港

○旭川市
✈旭川空港



旭川サンタプレゼントパー
ク（平成７年完成）

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー、スノーボード（アルペン）
グリーンペアリフト右側（山に向かって）スラロームバーン
最長滑走距離（スラロームバーン）８００m 平均斜度 １３°
最大斜度 １８°リフト ４基 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：1日 要相談
ジム： ×無 プール：×無

【宿泊施設：移動・食事等の対応について】
旭川市内近距離にホテルが数多く有り。
昼食はスキー場内レストランを利用することができ

る。
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：旭川市神居町富岡５５５番地の２
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】
1999年，2001年，2015年スノーボードＷ杯開催実績あり

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



富良野スキー場

お問い合わせ先
富良野市教育委員会社会教育課社会教育係
ＴＥＬ0167-39-2318
E-mail：akamatsu.yasushi@city.furano.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
競技：アルペンスキー
最長滑走距離 3.3㎞
平均斜度 14° 最大斜度 34°
リフト 10基 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：△要相談

利用料：無料 ジム：×無 プール：×無

【宿泊施設～新富良野プリンスホテル】
市内の宿泊料金（1泊2食)：10,000～15,000円
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：隣接
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

所在地：富良野市中御料
1月平均気温：-9℃、1月平均降水量：40㎜

【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60分

富良野市

○富良野市

✈旭川空港



美深スキー場
（昭和40年完成）

お問い合わせ先 美深町教育委員会教育グループ体育振興係
ＴＥＬ：01656-2-1744（内線510）
Ｅ-ｍａｉｌ：s-taiikusin@town.bifuka.hokkaido.jp

【トレーニング施設】
競技：フリースタイルスキー・エアリアル
最長滑走距離：289.61ｍ 平均斜度：21.5° 最大斜度：25.0°
国際スキー連盟公認エアリアルサイト常設
ドーピング検査対応施設有り ナイター設備：○
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：合宿利用の場合、減免有り（無料対応可）
ジム：○有 プール：○有
※ジム、プールは町民体育館にあり（車で5分）

【宿泊施設：町内に６施設あり】
町内の宿泊料金（相場:１泊２食)：6,000円～
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの距離：1.5km～8km
ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ施設までの移動対応：○可能（町対応）
最寄り空港までの移動対応 ：○可能（町対応）
食事（要望に応じた対応） :施設による
外国語対応（英語）：施設による

所在地：美深町字敷島347-4北１丁目
1月平均気温：-9.5℃、1月平均降水量：170mm

【各国代表クラス等の受入実績】
全日本スキー連盟ナショナルチーム
（フリースタイルスキー・エアリアル）2005年～

【アクセス】
旭川空港から車で約2時間

○美深町

✈旭川空港

美深町

写 真



若松市民スキー場
（昭和44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：アルペンスキー
最長滑走距離 1.08km 平均斜度 9～14° 最大斜度 20～23°
リフト 1基 ナイター設備：◯有
全3コース中、全日本スキー連盟公認1コース
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：△要相談
利用料：1日2,800円 ジム： ×無 プール：×無
（ジム、プールは市内に有り。車で20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20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：北見市若松651番地
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



八方台スキー場
（昭和63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：アルペンスキー
最長滑走距離 0.55km 平均斜度 11～12°
最大斜度 18～23°
リフト 1基 ナイター設備：◯有 全2コース
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：△要相談
利用料：1日2,400円 ジム： ×無 プール：×無

【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40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：北見市留辺蘂町旭公園74番地
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



紋別市営大山スキー場
（昭和23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：アルペンスキー
最長滑走距離 1.077㎞ 平均斜度 12° 最大斜度 23°
リフト 2基 ナイター設備：◯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：1日2,700円
ジム： ×無 プール：×無（市内にあり。車で15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：紋別市大山町4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



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


