
地域 福井市 福井市 福井市 福井市 坂井市 坂井市 坂井市 あわら市

施設
名

福井県立武道館
ふくい健康の森　け
んこうスポーツセン
ター

福井県福井運動公
園

福井県立アーチェ
リーセンター/福井
県立クライミングセ
ンター

テクノポート福井総
合公園

三国運動公園陸上
競技場

坂井体育館 トリムパークかなづ

住所 福井市三ツ屋町8-1-1 福井市 真栗町47-47 福井市福町3-20 福井市合谷町1-1 坂井市 三国町黒目22-51-1 坂井市三国町運動公園1-4-1 坂井市坂井町下新庄19-7-1 あわら市山室67-30-1

電話番号 0776-26-9400 0776-98-8020 0776-36-1542 0776-33-3444 0776-82-8292 0776-82-4686 0776-68-0123 0776-73-7272

ＨＰアドレ
ス

http://www.pref.fukui.jp/doc/
budoukan/

http://www.pref.fukui.lg.jp/do
c/zaisankastuyou/kenmori.ht
ml

http://www.pref.fukui.jp/doc/
undoukouen/sisetu.html

http://www.fukui-
accenter.jp/

https://www.technoportfukui.i
nfo/

http://www.city.awara.lg.jp/o
nline/6200/6230/6233/p0005
63.html

対象競技 柔道、剣道、相撲、弓道他
陸上競技、テニス、トレーニン
グ他

バスケ、バレーボール、バドミ
ントン、陸上競技、テニス、野

アーチェリー、クライミング他 サッカー他 陸上競技他
バスケ、バレーボール、バドミ
ントン他

バスケ、バレーボール、バドミ
ントン、サッカー、テニス他

１　柔道場　大4面、小2面
１　トラック・1周400m　4コース（ウレ
タン）

１　体育館 アーチェリーセンター スタジアム　１面
１．日本陸連公認第2種全天候競技
場

１．競技場 １　体育館

２　剣道場　大6面、小2面 ２　テニスコート　・砂入り人工芝　8
面

（１）メインアリーナ １　アーチェリー場 　・トラック 　・バスケットボールコート　1面 　・バスケットボール　2面

３　相撲場　1面　（練習場　2面）
３　多目的運動広場　・810　2面、・
807　1面

　・バスケットボール　3面
２　管理棟（県立クライミングセンター
と共用）

　　1周400ｍ 8コース 　・バレーボールコート　2面 　・バレーボール　3面

４　弓道場　近的射場、遠的射場
４　その他　マウンテンバイク、グラス
スキーなど

　・バレーボール　4面 ３　会議室 　　全天候舗装(ウレタン) 　・バドミントンコート　6面 　・バドミントン　6面

５　多目的競技場 （２）サブアリーナ ４　更衣室・シャワー室 　・フィールド 　・トレーニングルーム

　　　なぎなた1面 　・バスケットボール　1面 　　走幅跳(2)、棒高跳(2)、 ２　グラウンド

　　　銃剣道・空手道2面 　・バドミントン　6面 走幅跳・三段跳(2)、砲丸投(2)、 　・サッカー 　2面

６　トレーニング室　1室 　・トレーニングルームあり クライミングセンター 　　ハンマー投(2)、円盤投(2)、槍投
(2)

　・ソフトボール　4面

７　会議室　5室 ２　陸上競技場 １　屋外メインウォール（屋根付） 　　山土、野芝張、 　・軟式野球　1面

８　合宿室　7室 　・トラック ２　トレーニングルーム 　　ウレタン舗装・一部アンカー舗装 ３　テニスコート

　　研修室　1室 　　１周400m 8コース（全天候 ウレタ
ン）

　　屋内メインウォール 　・砂入り人工芝　　8面

　・インフィールド 　　屋内サブウォール 　　うち4面夜間照明付き

　　走高跳　4箇所、やり投　2箇所、 　　ボルダリングウォール ４　弓道場

　　棒高跳　4箇所 ３　山岳訓練ウォール 　・近的　6射

　　円盤投・ハンマー投サークル　2
箇所

４　会議室（兼アイソレーションルー
ム）　　砲丸投　4箇所 ５　その他施設

　・アウトフィールド 　　更衣室・シャワー室

　　棒高跳　2箇所 　　トイレ

走幅跳・三段跳　4箇所

　・補助競技場あり

３　テニスコート

　・セミコート舗装　12面

４　野球場　　1面（ナイター設備あり）

　・補助球場あり

地域 あわら市 あわら市 坂井市 坂井市 越前市 鯖江市 鯖江市 鯖江市

施設名 金津Ｂ＆Ｇ体育館
ゆうゆうパークあわ
ら

丸岡スポーツランド 丸岡体育館 家久スポーツ公園 西山公園野球場
鯖江市スポーツ交
流館

鯖江市総合体育館

住所 あわら市市姫1-5-2 あわら市二面32-21 坂井市丸岡町長崎6-6 坂井市丸岡町霞町3-1-2 越前市家久町105-1 鯖江市水落町1 鯖江市宮前2-9-1 鯖江市東鯖江3-6-10

電話番号 0776-73-4770 0776-73-8031 0776-67-4040 0776-66-8920 0778-23-3436
0778-51-3176（一般社団法人鯖江
市体育協会）

0778-53-0369 0778-51-3176

ＨＰアドレ
ス

http://www.city.awara.lg.jp/m
okuteki/education/education
03/education0302/p000415.h
tml

http://www.city.awara.lg.jp/m
okuteki/education/education
03/education0302/tamokutek
iguraunndo.html

https://www.city.sabae.fukui.j
p/about_city/shinoshokai/kok
yoshisetsu/sports_shisetsu/g
uraund/nishiyamakoen_yakyu.
html

https://www.city.sabae.fukui.j
p/about_city/shinoshokai/kok
yoshisetsu/sports_shisetsu/t
aiikukann/sportskoryukan.htm
l

https://www.city.sabae.fukui.j
p/about_city/shinoshokai/kok
yoshisetsu/sports_shisetsu/t
aiikukann/sogotaiikukan.html

対象競技
バスケ、バレーボール、卓
球、バドミントン他

フットサル他 サッカー、ラクビー他
バスケ、バレーボール、バドミ
ントン、卓球、テニス他

野球 
バレーボール バスケ バドミントン ト
レーニング その他文化・芸術

バレーボール バスケ バドミントン 卓
球 トレーニング その他文化・芸術

体育館 フットサルコート １．競技場　芝張 １．1階アリーナ １　温水プール 野球場1面（硬式も可） アリーナ：バレーコート　4面 第1競技場：バレーコート　4面

　　バスケット1面 ２．多目的グラウンド 　・バスケットボール 2面 ２　ソフトボール場 　　　　　バドミントンコート　6面 　　　　　 バドミントンコート　8面

　　卓球 8台 　・テニス 2面 ３　テニスコート 　　　　　バスケットボール　2面 　　　　　 バスケットコート　2面

ミーティングルーム 　・バレーボール 2面 会議室 第2競技場：卓球台　8台

　・バドミントン 10面 アスレチックジム 　　　　　 ボクシングリング

２．2階卓球場 フィットネススタジオ 研修室：2部屋

　・卓球台 5台 トレーニングジム：1部屋

施設・設備

施設・設備
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地域 南越前町 南越前町 越前町 永平寺町 永平寺町 勝山市 大野市 大野市

施設名 今庄３６５スキー場
南越前ダイビング
パーク

町営朝日総合運動
場、Ｂ＆Ｇ朝日海洋
センター

永平寺緑の村ふれ
あいセンター

永平寺緑の村運動
広場

勝山市体育館ジオ
アリーナ

大野市エキサイト広
場総合体育施設

六呂師高原スキー
パーク

住所 南越前町板取85-86 南越前町甲楽城15-28 越前町朝日22-35 永平寺町山10-1 永平寺町山9-4-1 勝山市昭和町2丁目4-20 大野市 桜塚町601 大野市南六呂師

電話番号 0778-45-1115 0778-48-3300 0778-34-2229 0776-63-4222 0776-63-2835 0779-88-8127 0779-66-1433 0779-67-1066

ＨＰアドレ
ス

https://www.imajyo365.com/ https://divingpark.jp/
https://www.town.echizen.fuk
ui.jp/shisetsu/12/p002960.ht
ml

https://www.town.eiheiji.lg.jp/
600/603/p002087.html

https://www.town.eiheiji.lg.jp/
600/603/p002064.html

http://www.manabi.pref.fukui.j
p/manabi/shisetsu/13358.ht
ml

http://www.city.ono.fukui.jp/k
osodate/sports/ekisaitohirob
a.html

http://www.city.ono.fukui.jp/k
anko/kanko-
joho/guide/jinkougerende.htm
l

対象競技 スキー、スノーボード トレーニング 
テニス,バレーボール,バスケ,ホッケー
 その他文化・芸術 

テニス バレーボール バスケ バドミン
トン フットサル トレーニング 

野球 テニス ソフトボール 
バレーボール バスケ バドミントン 卓
球 トレーニング 

テニス 弓道 バレーボール バスケ バ
ドミントン 体操競技 柔道 相撲 その
他武道 

スキー　その他

ストレートコース ダイビング施設 １　町立ホッケー場 １　体育館 １　グラウンド 体育館 １　体育館（アリーナ） スキー、ソリ

スラロームコース 　レクチャールーム 1室 　・人工芝コート　2面 ・ バレーボール　3面 　・ 野球　　　　　　　　2面 　・バドミントン　12面 　・バスケットボール2面 人口ゲレンデ

ドロップコース 　25m屋外プール 1面 ２　テニスコート ・ バスケットボール　2面 　・ 810　　　4面 　・ソフトバレーボール　12面 　・バレーボール3面

センターゲレンデ 　・ハード（モルタル系）　3面 ・ 屋内テニス　2面（12月～3月） ２　テニスコート　　　4面 　・バレーボール　3面 　・バドミントン10面

シーサイトコース ３　体育館 ・ バトミントン　9面 　・バスケットボール　1面 　・トレーニングルームあり

スーパーコース 　・バレーボール　2面 ・ その他-フットサル、軽スポーツ 　・卓球台　32台 ２　テニスコート（大屋根広場）

チャレンジコース 　・バスケットボール　1面 　・テニス　3面 　・砂入り人工芝（屋根あり）1面

サイドコース
　・ミーティングルーム　1室
４　ゲートボール場 　1面
５　町立ホッケー場管理棟

３　柔道場2面

クワッドリフト1基 　・会議室　1室 ４　相撲場1面

ペアリフト3基 　・シャワールーム　2室 ５　弓道場　・近的6射　・遠的6射

　・トレーニングルーム　1室 ６　剣道場2面

６　県立ホッケー場 ７　小アリーナ兼エアライフル射撃場

　・人工芝コート　1面 ８　明治公園テニスコート

７　総合運動場管理棟（県立ホッケー
場）

　・砂入り人工芝 3面

　・会議室　1室

　・シャワールーム　8室

地域 福井市 福井市 福井市 福井市 福井市 越前市 越前町 越前町

施設名
福井県国際交流会
館

福井県県民ホール 福井県生活学習館 福井県文書館
福井県立音楽堂
「ハーモニーホール
ふくい」

越前市八ッ杉森林
学習センター

越前町陶芸村文化
交流会館

オタイコ・ヒルズ

住所 福井市 宝永3-1-1 福井市 手寄1-4-1 アオッサ8階 福井市 下六条町14-1
福井市 下馬町51-11　福井県立図
書館内

福井市 今市町40-1-1 越前市　別印町19-1-1 越前町小曽原7-8 越前町 下河原３７-１９-１

電話番号 0776-28-8800 0776-87-0003 0776-41-4203 0776-33-8890 0776-38-8280 0778-42-3800 0778-32-3200 0778-36-2061

ＨＰアドレ
ス

https://www.f-i-
a.or.jp/ja/plaza/

http://kenminhall-fukui.jp/
http://www.manabi.pref.fukui.j
p/you-i/

http://www.library-
archives.pref.fukui.jp

https://www.hhf.jp/
http://www.echizen-
kk.jp/bunka.html

https://otaikohills.com/

１　多目的ホール　1室 １　ホール　1室 １　多目的ホール　1室 １　研修室　1室 １　コンサートホール
多目的フロア、創作体験スペース、
和室など 多目的ホール １　太鼓練習館

２　会議室　3室 ２　リハーサル室　1室 ２　学習室　8室 　　　　大1室　小1室 楽屋・控室 　・太鼓練習場（音楽系研修も可）　2
室３　和室　2室 ３　音楽練習室　1室 ２　練習室　6室

４　茶室　1室 ４　茶室　1室 ３　和室　1室

５　和室　2室 ４　リハーサル室　1室

６　映像ホール　1室

７　フィットネスルーム　1室

　　　エアロビクス

　　　リズム体操

　　　ダンス　など

施設・設備

施設・設備

文化施設・研修施設
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