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県 立 ス ポ ー ツ 施 設
[平成 23 年 11 月 1 日現在]

番

施設名

号

（設置年度）

１

所在地

管理者・問い合わせ先
施設の概要

東北電力ビッグ

新潟市中央区清五郎

指定管理者

スワンスタジアム

６７番地１２

電話 025－287－8811（東北電力スタジアム事務室）

（平成１３年）

＜新潟県スポーツ公園内＞

(URL) http://www.tohokuden-bigswan.com/

総合競技場

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟・都市緑花ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

収容人員約 42,300 人、ﾅｲﾀｰ照明あり

【ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ等】ﾌｨｰﾙﾄﾞ：天然芝、107m×72m
【陸上競技】ﾄﾗｯｸ：第１種公認全天候型、400ｍ×９ﾚｰﾝ
国際陸連「クラス１」認証（国内初）
東北電力スワン
フィールド
（平成１５年）
２

新 潟県 スポ ーツ 公
園 多目的運動広場

（平成１０年）

【ｻｯｶｰ・ﾗｸﾞﾋﾞｰ等】ﾌｨｰﾙﾄﾞ：天然芝、106m×70ｍ

※ﾅｲﾀｰ照明なし

【陸上競技】ﾄﾗｯｸ：第３種公認全天候型、400ｍ×８ﾚｰﾝ

新潟市中央区長潟地内
＜新潟県スポーツ公園内＞

指定管理者

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟・都市緑花ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

電話 025－286－1080（スポーツ公園管理事務所）
(URL) http://www.niigata-sportspark.jp/

【多目的運動広場】
天然芝、ｻｯｶｰ・軟式野球・ﾗｸﾞﾋﾞｰ等
南側・北側それぞれｻｯｶｰｺｰﾄ 2 面可能、ﾅｲﾀｰ照明あり（南側のみ）

３

新潟県健康づく

新潟市中央区清五郎

（財）新潟県体育協会

り・スポーツ医科学 ６７番地１２
センター
（平成１４年）

電話 025－287－8806

（新潟県健康づくり・スポーツ医科学センター）

＜東北電力ビッグスワン

新潟県 教育庁 保健体育課 電話 025－280－5935
(URL) http://www.ken-supo.jp/

スタジアム内＞

【体力測定･実技指導室】体力測定、動作分析 ※要予約
【診療所】ｽﾎﾟｰﾂ外来（整形外科、ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科、内科）※保険診療・要予約
【一般利用･貸室】ﾌｨｯﾄﾈｽﾎｰﾙ、大・小研修室、会議室、栄養実習室
【その他】情報ｺｰﾅｰ ﾋﾞﾃﾞｵ 約 150 本
４

新潟県立

柏崎市学校町 6－73

柏崎市 電話 0257－22－5555（柏崎アクアパーク）
(URL) http://www.kisnet.or.jp/~aqua/pc/

柏崎アクアパーク
（平成５年）

※閲覧可能

【水泳ﾌﾟｰﾙ（温水）】屋内、公認 50m×９ｺｰｽ、25m×3 ｺｰｽ、幼児用ﾌﾟｰﾙ、
流水ﾌﾟｰﾙ、ｳｫｰﾀｰｽﾗｲﾀﾞｰ、ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰﾌﾟｰﾙ
※ 50m ﾌﾟｰﾙのみ３月下旬～９月下旬（その他は通年)
【ｱｲｽｽｹｰﾄﾘﾝｸ】屋内、60m×30ｍ、ｱｲｽｽｹｰﾄ、ｶｰﾘﾝｸﾞ、ｱｲｽﾎｯｹｰ国際規格
※ 11 月上旬～２月下旬

番

施設名

号

（設置年度）

５

新潟県立
紫雲寺記念公園
屋内運動施設

所在地

管理者・問い合わせ先
施設の概要

新発田市藤塚浜
新潟県立紫雲寺記念公園内

（財）新潟県都市緑花センター
電話 0254－41－1126（紫雲の郷）
(URL) http://shiunji.greenery-niigata.or.jp/

（紫雲の郷）

【水泳ﾌﾟｰﾙ（温水）】屋内、25m×3 ｺｰｽ、子どもﾌﾟｰﾙ等

多目的運動広場

【体育館】ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄ１面

（平成１４年）

【多目的運動広場】
天然芝１面(68m×105m)、ｻｯｶｰ・ ﾗｸﾞﾋﾞｰ等、ｽﾀﾝﾄﾞあり、ﾅｲﾀｰ照明なし
【ﾃﾆｽｺｰﾄ】砂入り人工芝３面、ﾅｲﾀｰ照明なし（冬季期間中は休業）
※ 入浴施設、宿泊・休憩施設、ﾚｽﾄﾗﾝ等併設

６

新潟県石打丸山

南魚沼市石打字蛇沢 1039－3 南魚沼市
電話 025－773－6630（南魚沼市 教育委員会）

ｼｬﾝﾂｪ（平成元年）
※ 平成９年４月１日
付け県に移管

７

【ｼﾞｬﾝﾌﾟ台】ﾉｰﾏﾙﾋﾙ(HS86) ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ、ﾅｲﾀｰ照明なし、ｼﾞｬｯｼﾞﾀﾜｰ 125 ㎡、
ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 52.52 ㎡、 ｽﾀｰﾄﾊｳｽ 22.67 ㎡、 ｺｰﾁｬｰｽﾎﾞｯｸｽ 21.6 ㎡、 ﾘﾌﾄ１基

新潟県妙高高原

妙高市関山字妙高山国有林

妙高市

赤倉シャンツェ

＜赤倉温泉スキー場内＞

電話 0255－74－0036（妙高市 教育委員会）

（平成１３年）

【ｼﾞｬﾝﾌﾟ台】ﾉｰﾏﾙﾋﾙ(HS100)ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ、ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ(HS68)ｵｰﾙｼｰｽﾞﾝ、ﾅｲﾀｰ照明なし、
ｼﾞｬｯｼﾞﾊｳｽ 231.47 ㎡、 ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ 325.34 ㎡、 ｽﾀｰﾄﾊｳｽ 72.4 ㎡、 ﾘﾌﾄ 1 基

8

新 潟 県 立津 川 漕艇 東蒲原郡阿賀町津川 3100－7 阿賀町 電話 0254－92－3333（阿賀町 教育委員会）
場（昭和４０年）
※ 平成５年４月１日

【漕艇庫】艇庫（ﾎﾞｰﾄ 55 艇収容）
、ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ庫（伴走艇 2 艇収容）、
多目的室・ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室、男女更衣室、ﾅｲﾀｰ照明なし

【ｺｰｽ】1,000ｍ×6 ﾚｰﾝ

付け県に移管

9

ダ イ エ ープ ロ ビス

長岡市長倉町１３３８番地

PFI 長岡屋内総合ﾌﾟｰﾙ(株) 電話 0258－39－3211
(URL) http://www.nagaoka-swim.com/

フ ェ ニ ック ス プー
ル

【水泳ﾌﾟｰﾙ】屋内、公認 50m×10 ｺｰｽ、25m×8 ｺｰｽ

（平成２０年）

【飛込ﾌﾟｰﾙ】屋内、公認 10m･7.5m･5m、板 3m･1m【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ】200 ㎡
【多目的広間】和室 65 ㎡【温浴ﾌﾟｰﾙ】ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ浴等

10

新潟県立 胎内

胎内市熱田坂８８１－９２

胎内市
電話 0254－48－3208(胎内ライフル射撃場)

ライフル射撃場

11

観客席 3,000 名収容

（平成２０年）

【SBR(ｽﾓｰﾙﾎﾞｱﾗｲﾌﾙ)】50m 射場【AR(ｴｱﾗｲﾌﾙ)】10m 射場

ＨＡＲＤ ＯＦＦ

新潟市中央区長潟 570 番地

指定管理者

ｱﾙﾋﾞﾚｯｸｽ新潟・都市緑花ｾﾝﾀｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

ＥＣＯスタジアム

電話 025－287－8900

新潟

(URL) http://www.hardoff-eco-stadium.jp/

（平成２１年）

【野球場】中堅 122m、両翼 100m、収容人員約 30,000 人、ナイター照明あり
フィールド：人工芝、マウンド：黒色混合土、ベース周り：アンツーカ舗装
【屋内練習場】約 1,000 平方メートル×2 室、床：人工芝

