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みんなのスポーツの広場
　施設：ソフトボール場（２面）
　時間：8 時 30 分～ 18 時
　休場：年末年始
　予約：２か月前９時以降、電話・インターネットで
　問合せ : 7198-8500（関宿総合公園体育館）

関宿ふれあい広場
　施設：野球場（1 面）・サッカー場（1 面）・多目的広場
　時間：8 時 30 分～ 18 時
　休場：年末年始
　予約：２か月前９時以降、電話・インターネットで
　問合せ : 7198-8500（関宿総合公園体育館）

川間体育館
　施設：バスケットボール・バレーボール・卓球など
　時間：9 時～ 21 時 30 分
　休場：月曜・年末年始
　予約：２か月前９時以降、直接窓口で
　問合せ : 7129-4002（川間公民館）

江戸川河川敷運動広場
　施設：野球場（4 面）・サッカー場（1 面）
　時間：9 時～ 18 時
　休場：火曜・年末年始
　予約：２か月前９時以降、電話・インターネットで
　問合せ : 7125-1155（総合公園体育館）

岩名調整池庭球場
　施設：テニスコート（2 面）
　時間：9 時～ 15 時
　休場：土日・年末年始・学校の長期休業期間
　予約：２か月前９時以降、直接窓口で
　問合せ : 7122-5269（岩名中学校）

総合公園
　施設：大体育室（バスケットボール・バレーボールなど）
　　　　小体育室（バドミントン・卓球など）
　　　　柔剣道場（柔道・剣道など）
　　　　トレーニングルーム
　　　　野球場　※ナイター照明完備
　　　　陸上競技場
　　　　水泳場（7 月第１土曜～ 9 月第１日曜）
　　　　庭球場（テニスコート・9 面）
　　　　スポーツクライミングウォール
　　　　芝生広場（グラウンドゴルフなど）
　　　　自由大広場（サッカーなど）
　　　　スケートボードパーク
　時間：9 時～ 21 時
　　　　（陸上・水泳・庭球・スケートボード・芝生広場・自由大広場は 18 時まで）
　休場：火曜（祝日の場合翌日）・年末年始
　予約：２か月前９時以降、電話・インターネットで
　問合せ : 7125-1155（総合公園体育館）

サイクリングロード
市を囲む川の堤防上を１周約 60km のサイクリ
ングロードに整備しています。
ただし、点線（　　　）部分は一般道ですので、
自動車やバイクに注意してください。

座生川１号調節池スポーツ広場
　施設：少年野球場（1 面）
　時間：9 時～ 18 時
　休場：火曜（祝日の場合翌日）・年末年始
　予約：２か月前９時以降、電話・インターネットで
　問合せ : 7125-1155（総合公園体育館）

春風館道場
　施設：柔道場（1 面）、剣道場（1 面）、弓道場（3 面）
　時間：9 時～ 21 時
　休場：年末年始
　予約：２か月前～ 3 日前の 13 時～ 17 時に、直接窓口で
　問合せ : 7125-1212（春風館道場）

パブリックゴルフ場
ひばりコース
　
　施設：ゴルフコース（18 ホール・6,165 ヤード）
　時間：５時４５分～ 19 時（季節によって変動あり）
　休場：年末年始
　予約：４か月前 13 時以降、電話、インターネット、窓口で
　問合せ : 7138-1112（ひばりコース）

パブリックゴルフ場
けやきコース
　
　施設：ゴルフコース（18 ホール・5,458 ヤード）
　時間：6 時 30 分～ 18 時 30 分
　休場：年末年始
　予約：4 か月前 13 時以降、電話、インターネット、窓口で
　問合せ : 7138-1111（けやきコース）

福田運動場
　施設：テニスコート（2 面）、野球場 1 面
　時間：8 時 30 分～ 18 時（テニスコートは９時開始）
　休場：月曜・年末年始
　予約：２か月前 8 時 30 分以降、直接窓口で
　問合せ : 7138-2407（福田公民館）

福田体育館
　施設：バスケットボール、バレーボール、卓球など
　時間：9 時～ 21 時 30 分
　休場：月曜・年末年始
　予約：２か月前 8 時 30 分以降、直接窓口で
　問合せ : 7138-2407（福田公民館）

スポーツ公園
　イベント広場（前浦）・多目的広場・芝生広場
　
　施設：軟式野球、ソフトボール、軽スポーツなど（ゴルフは禁止）
　時間：常時開放
　休場：無休
　予約：団体使用やイベント開催の場合は事前予約が必要
　問合せ : 7123-1195（みどりと水のまちづくり課）

生涯スポーツ北広場
　施設：ソフトボール場（1 面）
　時間：8 時 30 分～ 18 時
　休場：月曜、年末年始
　予約：２か月前 8 時 30 分以降、窓口で
　問合せ : 7122-3429（北部公民館）

関宿総合公園
　施設：メインアリーナ（バレーボール、剣道、レスリングなど）
　　　　サブアリーナ（卓球、ヨガなど）　※冷暖房完備
　　　　トレーニングルーム
　　　　ランニングコース
　　　　フットサル場
　　　　グラウンド・ゴルフ場（16 ホール）
　　　　ゲートボールコート（1 面）
　時間：9 時～ 21 時
　休場：月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
　予約：２か月前以降の９時～ 20 時、電話・インターネットで
　問合せ : 7198-8500（関宿総合公園体育館）

関宿少年野球場
　施設：少年野球場（1 面）
　時間：8 時 30 分～ 18 時
　休場：月曜（祝日の場合翌日）、年末年始
　予約：２か月前以降の９時～ 20 時、電話・インターネットで
　問合せ : 7198-8500（関宿総合公園体育館）

関宿にこにこ水辺公園
　
　施設：アスレチックコース、多目的広場（軽スポーツなど）
　時間：常時開放
　休場：無休
　予約：団体使用やイベント開催の場合は事前予約が必要
　問合せ : 7123-1195（みどりと水のまちづくり課）小中学校の体育施設

（　で図示）
　施設：校庭・体育館・武道場・プールなど
　時間：8 時 30 分～ 21 時（学校休業日）
　　　　18 時～ 21 時（平日）
　　　　※プールは 9 時～ 16 時
　休場：学校行事実施日、年末年始
　予約：団体での利用が条件で、事前に各小中
　　　　学校に申し込む
　問合せ : 各小中学校（私立中学は除く）

【特集】
スポーツで元気なまちに


