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甲府市街地の中心部に位置し、陸上競技場や体育館、武道館、水泳場、トレーニング
ルームなどを同一エリアに備えた総合運動競技施設として、県内スポーツの拠点と
なっています。陸上競技場は、サッカー Jリーグ所属チーム・ヴァンフォーレ甲府の
ホームスタジアムとして利用されている他、日本ラグビートップリーグの公式戦が
開催されるなど、山梨県で最大規模の競技場です。体育館、武道館などもＩＦ基準を
満たすなど充実した設備を備えている上、数多くの競技大会の開催実績もあり、大会
本番を見据えたトレーニングを行える万全な環境が整っています。 

陸上競技場、柔道場、レスリング場、ホッケースタジアム、ラグビー場、 テニス場、水泳
場、サッカー場、カレッジスポーツセンターなど、大学エリア内に様々なスポーツ施設
が集まっており、トレーニング室やプールを活用した総合的な練習が可能です。 

小瀬スポーツ公園

武道館体育館

主なスポーツ合宿候補地

山梨県甲府市小瀬町840

競技施設 ~  ～    の所在地

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106m×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

夜間照明（200 ～ 1500Lx）

室内練習場（72m×6.5m）、大型映像装置、補助競技場，
会議室、更衣室、シャワー室、医務室付帯施設（設備）

メインアリーナ（50.4m×44.0m 天井高15m）
バドミントンコート12面、バスケットボールコート2面、ハンドボールコート2面、バレーボールコート3面

サブアリーナ（37.6m×21.6m 天井高10.2m）
バドミントンコート4面、バスケットボールコート1面、バレーボールコート1面

付帯施設（設備）  空調設備、会議室、更衣室、シャワー室

【樹徳館概要】

床は競技専用のスプリング入りです。

施設内にはエアコンが完備され、1年を通して快適な環境でトレーニングを行えます。

柔道及びレスリング日本代表の合宿が行われた実績があります。

1階柔道場1面19.15m×16.45m 315㎡ 2階柔道場3面35.7m×17.7m 631㎡
1階レスリング場3面35.44m×18m 10,826㎡

付帯施設（設備）  空調設備、シャワー室、大学内他施設利用可能

アリーナ（53.1m×37.5m、柔道場・剣道場6面）

第一武道場（17.7m×30.0m、剣道場2面）

第二武道場（17.7m×30.0m、柔道場2面）

弓道場、相撲場

付帯施設（設備）

トレーニングルーム
武道館内にあるトレーニング室は、
広いスペース（389.4㎡）の中に設備が充実

空調設備、会議室、
更衣室、シャワー室

陸上競技場

1 甲府市

富士山の北麓の標高1,035mに位置し、陸上競技場や球技場(天然芝)、体育館、野球
場、トレーニングルームを同一エリアに備えたスポーツ公園です。緑あふれる雄大な
自然に包まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレーニングが可能です。
陸上競技場、球技場のインフィールドの芝は良質であり、東京スタジアム（2019年
ラグビーワールドカップ日本大会会場、2020年東京オリンピック大会７人制ラグ
ビーやサッカー競技などの会場）及び、横浜国際総合球技場（2019年ラグビーワー
ルドカップ日本大会会場）と同様の仕様となっており、大会本番を見据えたトレーニ
ングを行える万全な環境が整っています。2002年サッカーワールドカップの際の事
前合宿や、世界陸上日本代表チームの直前キャンプなど、陸上競技をはじめ、 サッ
カー、ラグビーなどの公式大会やスポーツ合宿に広く利用されています。 

富士北麓公園

球技場
天然芝グラウンド、
154m×80m 12,320㎡

サッカー、ラグビー 1面

付帯施設（設備）
更衣室、シャワー室

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

室内練習場（130m直線走路、砂場）

付帯施設（設備） 会議室、シャワー室、医務室

トレーニングルーム
フリーウエイトトレーニング室
（一部鏡面壁、
 マルチメディア機能を備えた
 小会議室）

陸上競技場

2 山梨県富士吉田市上吉田立石5000富士吉田市

1,000ｍ 6レーン

競技用のボートコース（1,000m×6レーン）

練習用に直線4,500ｍの確保が可能
付帯施設（設備） 
艇庫40艇収容、艇台、艇置場、救助艇5隻、
桟橋4、審判塔、会議室、シャワー室

富士山の麓の標高約800ｍの河口湖にあ
る漕艇場です。 緑あふれる雄大な自然に
囲まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレー
ニングが可能です。

河口湖漕艇場10

山梨県南都留郡富士河口湖町河口3131富士河口湖町

200m・500m 共有コース９レーン

カヤック競技、カナディアン競技

シングル、ペア、フォアに対応

付帯施設（設備）  カヌー艇庫、決勝審判塔

富士山の麓の標高約900mの精進湖に
あるカヌー場です。全国規模の大会を
毎年開催しています。緑あふれる雄大
な自然に囲まれ、夏季でも冷涼な環境
でのトレーニングが可能です。

精進湖カヌー競技場11

山梨県南都留郡富士河口湖町精進483 -14番地先富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,100mに位置する、
天然芝のサッカー専用スタジアムです。 
富士山をバックにした絶好のロケー
ションの中、夏期でも冷涼な環境でのト
レーニング可能です。2002年サッカー
ワールドカップの際には、カメルーン代
表チームが事前合宿を実施しました。

くぬぎ平サッカー場12

山梨県南都留郡富士河口湖町小立6816 -2 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210富士河口湖町

富士山の麓の本栖湖畔に位置する複合
型スポーツ施設で、平成28年7月にリ
ニューアルオープンしました。全天候型
陸上競技場を中心にフルピッチサッ
カー場、体育館、宿泊施設など充実した
施設がそろい、夏季でも冷涼な環境で充
実した練習ができます。

本栖湖スポーツセンター13

富士河口湖町

富士山の麓の標高約900ｍの本栖湖に
ある漕艇場です。 世界ジュニアカヌー選
手権大会が開催された実績があります。 
人工湖とは異なり自然の湖であるため、
大きな水位変動がないうえ、波や風の影
響が少なく、練習に適しています。緑あ
ふれる雄大な自然に囲まれ、夏季でも冷
涼な環境でのトレーニングが可能です。

本栖湖14

富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,000ｍに位置する、山中
湖の優れた自然環境を活かした多目的公園で
す。園内にある広々としたフィールドのうち
クレイグラウンドと天然芝グラウンドは間に
あるネットを取り外し可能で、最大で約230
ｍのスペースが確保できるため、アーチェ
リー競技のＩＦ基準に合致しており、実践を
踏まえた練習が可能です。

山中湖交流プラザきらら15

山梨県南都留郡山中湖村平野479 -2山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210番地先 山中湖村

室内13m×23m
試合時プラットフォーム4m×4m
練習時15か所  最大25か所可能
全階級対応

練習場のフロアーは広々としており、国
際基準のバーベルセットが設置されてい
るなど、練習環境の良さは全国トップク
ラスです。施設は天井が高く、熱がこもり
にくい構造になっています。

日川高等学校ウエイトリフティング場8

山梨県山梨市一町田中1062山梨市

山梨学院大学7 山梨県甲府市酒折2-4 - 5甲府市

グラウンド21,000㎡ 変形
（東西70 ～ 120ｍ、南北最長200ｍ）

付帯施設（設備）
シャワー室、ジョギングコース

施設から富士山が眺望でき、周囲には
自然あふれる環境が広がる、天然芝の
グラウンドです。 国民体育大会の
アーチェリー競技が開催された実績
があります。 

敷島総合公園多目的運動場9

山梨県甲斐市牛句2814甲斐市

付帯施設（設備）会議室、シャワー室、トレーニング室

speed&Dynamic&Exciting&Elegant

日本陸上競技連盟第1種公認陸上競技場です。
ホームストレートだけでなく、バックストレートでも100m走などの公式競技会の
開催が可能であり、風向きに応じた練習が可能です。 

日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場です。100mのスタート地点に立つと、正面
に富士山を望むことができます。2018年までに屋内練習走路、ウエイトトレーニン
グ室、夜間照明を新設します。
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東京をはじめ各地からの便利な交通アクセスのもと、山梨県内各地にス
ポーツキャンプに最適な36の施設を準備しています。特に①から⑮の
施設は、多くの大会やスポーツキャンプの実績、IF基準など、トップアス
リートの皆様の要求を満たすことができます。

スポーツキャンプガイド山梨

動画にて新設する
施設などを含め
施設紹介が
ご覧いただけます

バレー レスリングウエイトリフティングトライアスロン

自転車競技 トラック

バスケットボール

自転車競技 ＢＭＸ

サッカー ボート

水泳 競泳

ボクシング 馬術 馬場馬術 総合馬術 障害馬術

ハンドボール ラグビー

アーチェリー

カヌー スプリント

野球

ホッケー

卓球 テニス

柔道

フェンシング

バドミントン

競 技

陸上競技

国内唯一の世界標準を満たすBMXコー
スです。コースの象徴とも言える8mの
スタートヒルは、現在オリンピックなど
の世界大会で使用されているものと同
じ高さです。ダートジャンプのプロ向け
コースや、トッププロ選手が練習拠点と
するコースも併設しています。 

YBP（Yuta’s Bike Park）3

山梨県北杜市長坂町小荒間1823北杜市

アリーナ（32m×45m 1,440㎡）

バレーボールコート3面

サブアリーナ（15m×28ｍ 420㎡）

付帯施設（設備）
空調設備、会議室、シャワー室、
トレーニング室

BMXレース世界基準コース　        350m
ダートジャンプコース　              200m
一般向け　初級コース　                50m
一般向け　中級コース                 100m
ショートダウンヒルコース　         150m

標高約700ｍの高い場所に位置するた
め、夏季でも冷涼な環境でのトレーニン
グが可能です。 

北杜市民体育館（白州）4

山梨県北杜市白州町鳥原2913 -208北杜市

山梨県内唯一のラグビー専用グラウンド
として、公式大会やクラブチームの練習
などに利用されています。年間を通じて
プレーしやすいコンディションが保たれ
るよう管理されているグラウンドです。

御勅使南公園ラグビー場5

山梨県南アルプス市六科1588 -2南アルプス市

グラウンド64.8m×116.4m 人工芝 

クレイ練習場

付帯施設（設備）会議室、シャワー室

2014年全国高等学校総合体育大会の
ホッケー競技会場として使用されまし
た。人工芝は「ウォーターベース」を採用
しており、ロンドンオリンピック競技会
場と同じ仕様となっており、国際ホッ
ケー連盟のグローバル基準品を使用し
ています。

白根高等学校第2グラウンドホッケー場6

山梨県南アルプス市上今諏訪850 -1南アルプス市

バレーボール、バスケットボールの国内リーグなどに利用されています。メインアリーナ、サブアリーナとも冷暖房
を完備しており、1年を通して快適に練習できます。

第一、第二武道館の床は競技専用のスプリング入
りです。全館冷暖房を完備しており、1年を通し
て快適に練習できます。

サッカーグラウンド
フルピッチサッカーグラウンド（天然芝）
1面（13,500㎡）
サブグラウンド１面（125m×90m  11,035㎡）
付帯施設（設備） クラブハウス

原っぱ（天然芝グラウンド）116ｍ×124ｍ
広っぱ（クレイグラウンド） 116ｍ×112ｍ
夜間照明あり
ぴっち（人口芝グラウンド） 105m×68m
付帯施設（設備） 楽屋棟（会議室、控え室、
　　　　　　　　シャワー室などに利用可能）

2000mボートコース
（カヌーコースとしても使用可能）

全天候型陸上競技場（400mトラック6レーン・
直走路7レーン　ゴムチップウレタン）
内側にフルピッチサッカー場（天然芝 10,179㎡）
人工芝サッカーコート（8,970㎡）

ラグビーグラウンド2面天然芝
Ａグラウンド　Bグラウンド　いずれも
148.5×78.5ｍ 11,650㎡
ピッチ69×143.5ｍ
付帯施設（設備）
多目的ホール、シャワー室（ロッカールーム付）
クロスカントリーコース

付帯施設（設備） 体育館、多目的芝生広場、宿泊施設、会議場　
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甲府市街地の中心部に位置し、陸上競技場や体育館、武道館、水泳場、トレーニング
ルームなどを同一エリアに備えた総合運動競技施設として、県内スポーツの拠点と
なっています。陸上競技場は、サッカー Jリーグ所属チーム・ヴァンフォーレ甲府の
ホームスタジアムとして利用されている他、日本ラグビートップリーグの公式戦が
開催されるなど、山梨県で最大規模の競技場です。体育館、武道館などもＩＦ基準を
満たすなど充実した設備を備えている上、数多くの競技大会の開催実績もあり、大会
本番を見据えたトレーニングを行える万全な環境が整っています。 

陸上競技場、柔道場、レスリング場、ホッケースタジアム、ラグビー場、 テニス場、水泳
場、サッカー場、カレッジスポーツセンターなど、大学エリア内に様々なスポーツ施設
が集まっており、トレーニング室やプールを活用した総合的な練習が可能です。 

小瀬スポーツ公園

武道館体育館

主なスポーツ合宿候補地

山梨県甲府市小瀬町840

競技施設 ~  ～    の所在地

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106m×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

夜間照明（200 ～ 1500Lx）

室内練習場（72m×6.5m）、大型映像装置、補助競技場，
会議室、更衣室、シャワー室、医務室付帯施設（設備）

メインアリーナ（50.4m×44.0m 天井高15m）
バドミントンコート12面、バスケットボールコート2面、ハンドボールコート2面、バレーボールコート3面

サブアリーナ（37.6m×21.6m 天井高10.2m）
バドミントンコート4面、バスケットボールコート1面、バレーボールコート1面

付帯施設（設備）  空調設備、会議室、更衣室、シャワー室

【樹徳館概要】

床は競技専用のスプリング入りです。

施設内にはエアコンが完備され、1年を通して快適な環境でトレーニングを行えます。

柔道及びレスリング日本代表の合宿が行われた実績があります。

1階柔道場1面19.15m×16.45m 315㎡ 2階柔道場3面35.7m×17.7m 631㎡
1階レスリング場3面35.44m×18m 10,826㎡

付帯施設（設備）  空調設備、シャワー室、大学内他施設利用可能

アリーナ（53.1m×37.5m、柔道場・剣道場6面）

第一武道場（17.7m×30.0m、剣道場2面）

第二武道場（17.7m×30.0m、柔道場2面）

弓道場、相撲場

付帯施設（設備）

トレーニングルーム
武道館内にあるトレーニング室は、
広いスペース（389.4㎡）の中に設備が充実

空調設備、会議室、
更衣室、シャワー室

陸上競技場

1 甲府市

富士山の北麓の標高1,035mに位置し、陸上競技場や球技場(天然芝)、体育館、野球
場、トレーニングルームを同一エリアに備えたスポーツ公園です。緑あふれる雄大な
自然に包まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレーニングが可能です。
陸上競技場、球技場のインフィールドの芝は良質であり、東京スタジアム（2019年
ラグビーワールドカップ日本大会会場、2020年東京オリンピック大会７人制ラグ
ビーやサッカー競技などの会場）及び、横浜国際総合球技場（2019年ラグビーワー
ルドカップ日本大会会場）と同様の仕様となっており、大会本番を見据えたトレーニ
ングを行える万全な環境が整っています。2002年サッカーワールドカップの際の事
前合宿や、世界陸上日本代表チームの直前キャンプなど、陸上競技をはじめ、 サッ
カー、ラグビーなどの公式大会やスポーツ合宿に広く利用されています。 

富士北麓公園

球技場
天然芝グラウンド、
154m×80m 12,320㎡

サッカー、ラグビー 1面

付帯施設（設備）
更衣室、シャワー室

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

室内練習場（130m直線走路、砂場）

付帯施設（設備） 会議室、シャワー室、医務室

トレーニングルーム
フリーウエイトトレーニング室
（一部鏡面壁、
 マルチメディア機能を備えた
 小会議室）

陸上競技場

2 山梨県富士吉田市上吉田立石5000富士吉田市

1,000ｍ 6レーン

競技用のボートコース（1,000m×6レーン）

練習用に直線4,500ｍの確保が可能
付帯施設（設備） 
艇庫40艇収容、艇台、艇置場、救助艇5隻、
桟橋4、審判塔、会議室、シャワー室

富士山の麓の標高約800ｍの河口湖にあ
る漕艇場です。 緑あふれる雄大な自然に
囲まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレー
ニングが可能です。

河口湖漕艇場10

山梨県南都留郡富士河口湖町河口3131富士河口湖町

200m・500m 共有コース９レーン

カヤック競技、カナディアン競技

シングル、ペア、フォアに対応

付帯施設（設備）  カヌー艇庫、決勝審判塔

富士山の麓の標高約900mの精進湖に
あるカヌー場です。全国規模の大会を
毎年開催しています。緑あふれる雄大
な自然に囲まれ、夏季でも冷涼な環境
でのトレーニングが可能です。

精進湖カヌー競技場11

山梨県南都留郡富士河口湖町精進483 -14番地先富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,100mに位置する、
天然芝のサッカー専用スタジアムです。 
富士山をバックにした絶好のロケー
ションの中、夏期でも冷涼な環境でのト
レーニング可能です。2002年サッカー
ワールドカップの際には、カメルーン代
表チームが事前合宿を実施しました。

くぬぎ平サッカー場12

山梨県南都留郡富士河口湖町小立6816 -2 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210富士河口湖町

富士山の麓の本栖湖畔に位置する複合
型スポーツ施設で、平成28年7月にリ
ニューアルオープンしました。全天候型
陸上競技場を中心にフルピッチサッ
カー場、体育館、宿泊施設など充実した
施設がそろい、夏季でも冷涼な環境で充
実した練習ができます。

本栖湖スポーツセンター13

富士河口湖町

富士山の麓の標高約900ｍの本栖湖に
ある漕艇場です。 世界ジュニアカヌー選
手権大会が開催された実績があります。 
人工湖とは異なり自然の湖であるため、
大きな水位変動がないうえ、波や風の影
響が少なく、練習に適しています。緑あ
ふれる雄大な自然に囲まれ、夏季でも冷
涼な環境でのトレーニングが可能です。

本栖湖14

富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,000ｍに位置する、山中
湖の優れた自然環境を活かした多目的公園で
す。園内にある広々としたフィールドのうち
クレイグラウンドと天然芝グラウンドは間に
あるネットを取り外し可能で、最大で約230
ｍのスペースが確保できるため、アーチェ
リー競技のＩＦ基準に合致しており、実践を
踏まえた練習が可能です。

山中湖交流プラザきらら15

山梨県南都留郡山中湖村平野479 -2山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210番地先 山中湖村

室内13m×23m
試合時プラットフォーム4m×4m
練習時15か所  最大25か所可能
全階級対応

練習場のフロアーは広々としており、国
際基準のバーベルセットが設置されてい
るなど、練習環境の良さは全国トップク
ラスです。施設は天井が高く、熱がこもり
にくい構造になっています。

日川高等学校ウエイトリフティング場8

山梨県山梨市一町田中1062山梨市

山梨学院大学7 山梨県甲府市酒折2-4 - 5甲府市

グラウンド21,000㎡ 変形
（東西70 ～ 120ｍ、南北最長200ｍ）

付帯施設（設備）
シャワー室、ジョギングコース

施設から富士山が眺望でき、周囲には
自然あふれる環境が広がる、天然芝の
グラウンドです。 国民体育大会の
アーチェリー競技が開催された実績
があります。 

敷島総合公園多目的運動場9

山梨県甲斐市牛句2814甲斐市

付帯施設（設備）会議室、シャワー室、トレーニング室

speed&Dynamic&Exciting&Elegant

日本陸上競技連盟第1種公認陸上競技場です。
ホームストレートだけでなく、バックストレートでも100m走などの公式競技会の
開催が可能であり、風向きに応じた練習が可能です。 

日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場です。100mのスタート地点に立つと、正面
に富士山を望むことができます。2018年までに屋内練習走路、ウエイトトレーニン
グ室、夜間照明を新設します。
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東京をはじめ各地からの便利な交通アクセスのもと、山梨県内各地にス
ポーツキャンプに最適な36の施設を準備しています。特に①から⑮の
施設は、多くの大会やスポーツキャンプの実績、IF基準など、トップアス
リートの皆様の要求を満たすことができます。

スポーツキャンプガイド山梨

動画にて新設する
施設などを含め
施設紹介が
ご覧いただけます

バレー レスリングウエイトリフティングトライアスロン

自転車競技 トラック

バスケットボール

自転車競技 ＢＭＸ

サッカー ボート

水泳 競泳

ボクシング 馬術 馬場馬術 総合馬術 障害馬術

ハンドボール ラグビー

アーチェリー

カヌー スプリント

野球

ホッケー

卓球 テニス

柔道

フェンシング

バドミントン

競 技

陸上競技

国内唯一の世界標準を満たすBMXコー
スです。コースの象徴とも言える8mの
スタートヒルは、現在オリンピックなど
の世界大会で使用されているものと同
じ高さです。ダートジャンプのプロ向け
コースや、トッププロ選手が練習拠点と
するコースも併設しています。 

YBP（Yuta’s Bike Park）3

山梨県北杜市長坂町小荒間1823北杜市

アリーナ（32m×45m 1,440㎡）

バレーボールコート3面

サブアリーナ（15m×28ｍ 420㎡）

付帯施設（設備）
空調設備、会議室、シャワー室、
トレーニング室

BMXレース世界基準コース　        350m
ダートジャンプコース　              200m
一般向け　初級コース　                50m
一般向け　中級コース                 100m
ショートダウンヒルコース　         150m

標高約700ｍの高い場所に位置するた
め、夏季でも冷涼な環境でのトレーニン
グが可能です。 

北杜市民体育館（白州）4

山梨県北杜市白州町鳥原2913 -208北杜市

山梨県内唯一のラグビー専用グラウンド
として、公式大会やクラブチームの練習
などに利用されています。年間を通じて
プレーしやすいコンディションが保たれ
るよう管理されているグラウンドです。

御勅使南公園ラグビー場5

山梨県南アルプス市六科1588 -2南アルプス市

グラウンド64.8m×116.4m 人工芝 

クレイ練習場

付帯施設（設備）会議室、シャワー室

2014年全国高等学校総合体育大会の
ホッケー競技会場として使用されまし
た。人工芝は「ウォーターベース」を採用
しており、ロンドンオリンピック競技会
場と同じ仕様となっており、国際ホッ
ケー連盟のグローバル基準品を使用し
ています。

白根高等学校第2グラウンドホッケー場6

山梨県南アルプス市上今諏訪850 -1南アルプス市

バレーボール、バスケットボールの国内リーグなどに利用されています。メインアリーナ、サブアリーナとも冷暖房
を完備しており、1年を通して快適に練習できます。

第一、第二武道館の床は競技専用のスプリング入
りです。全館冷暖房を完備しており、1年を通し
て快適に練習できます。

サッカーグラウンド
フルピッチサッカーグラウンド（天然芝）
1面（13,500㎡）
サブグラウンド１面（125m×90m  11,035㎡）
付帯施設（設備） クラブハウス

原っぱ（天然芝グラウンド）116ｍ×124ｍ
広っぱ（クレイグラウンド） 116ｍ×112ｍ
夜間照明あり
ぴっち（人口芝グラウンド） 105m×68m
付帯施設（設備） 楽屋棟（会議室、控え室、
　　　　　　　　シャワー室などに利用可能）

2000mボートコース
（カヌーコースとしても使用可能）

全天候型陸上競技場（400mトラック6レーン・
直走路7レーン　ゴムチップウレタン）
内側にフルピッチサッカー場（天然芝 10,179㎡）
人工芝サッカーコート（8,970㎡）

ラグビーグラウンド2面天然芝
Ａグラウンド　Bグラウンド　いずれも
148.5×78.5ｍ 11,650㎡
ピッチ69×143.5ｍ
付帯施設（設備）
多目的ホール、シャワー室（ロッカールーム付）
クロスカントリーコース

付帯施設（設備） 体育館、多目的芝生広場、宿泊施設、会議場　
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甲府市街地の中心部に位置し、陸上競技場や体育館、武道館、水泳場、トレーニング
ルームなどを同一エリアに備えた総合運動競技施設として、県内スポーツの拠点と
なっています。陸上競技場は、サッカー Jリーグ所属チーム・ヴァンフォーレ甲府の
ホームスタジアムとして利用されている他、日本ラグビートップリーグの公式戦が
開催されるなど、山梨県で最大規模の競技場です。体育館、武道館などもＩＦ基準を
満たすなど充実した設備を備えている上、数多くの競技大会の開催実績もあり、大会
本番を見据えたトレーニングを行える万全な環境が整っています。 

陸上競技場、柔道場、レスリング場、ホッケースタジアム、ラグビー場、 テニス場、水泳
場、サッカー場、カレッジスポーツセンターなど、大学エリア内に様々なスポーツ施設
が集まっており、トレーニング室やプールを活用した総合的な練習が可能です。 

小瀬スポーツ公園

武道館体育館

主なスポーツ合宿候補地

山梨県甲府市小瀬町840

競技施設 ~  ～    の所在地

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106m×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

夜間照明（200 ～ 1500Lx）

室内練習場（72m×6.5m）、大型映像装置、補助競技場，
会議室、更衣室、シャワー室、医務室付帯施設（設備）

メインアリーナ（50.4m×44.0m 天井高15m）
バドミントンコート12面、バスケットボールコート2面、ハンドボールコート2面、バレーボールコート3面

サブアリーナ（37.6m×21.6m 天井高10.2m）
バドミントンコート4面、バスケットボールコート1面、バレーボールコート1面

付帯施設（設備）  空調設備、会議室、更衣室、シャワー室

【樹徳館概要】

床は競技専用のスプリング入りです。

施設内にはエアコンが完備され、1年を通して快適な環境でトレーニングを行えます。

柔道及びレスリング日本代表の合宿が行われた実績があります。

1階柔道場1面19.15m×16.45m 315㎡ 2階柔道場3面35.7m×17.7m 631㎡
1階レスリング場3面35.44m×18m 10,826㎡

付帯施設（設備）  空調設備、シャワー室、大学内他施設利用可能

アリーナ（53.1m×37.5m、柔道場・剣道場6面）

第一武道場（17.7m×30.0m、剣道場2面）

第二武道場（17.7m×30.0m、柔道場2面）

弓道場、相撲場

付帯施設（設備）

トレーニングルーム
武道館内にあるトレーニング室は、
広いスペース（389.4㎡）の中に設備が充実

空調設備、会議室、
更衣室、シャワー室

陸上競技場

1 甲府市

富士山の北麓の標高1,035mに位置し、陸上競技場や球技場(天然芝)、体育館、野球
場、トレーニングルームを同一エリアに備えたスポーツ公園です。緑あふれる雄大な
自然に包まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレーニングが可能です。
陸上競技場、球技場のインフィールドの芝は良質であり、東京スタジアム（2019年
ラグビーワールドカップ日本大会会場、2020年東京オリンピック大会７人制ラグ
ビーやサッカー競技などの会場）及び、横浜国際総合球技場（2019年ラグビーワー
ルドカップ日本大会会場）と同様の仕様となっており、大会本番を見据えたトレーニ
ングを行える万全な環境が整っています。2002年サッカーワールドカップの際の事
前合宿や、世界陸上日本代表チームの直前キャンプなど、陸上競技をはじめ、 サッ
カー、ラグビーなどの公式大会やスポーツ合宿に広く利用されています。 

富士北麓公園

球技場
天然芝グラウンド、
154m×80m 12,320㎡

サッカー、ラグビー 1面

付帯施設（設備）
更衣室、シャワー室

400mトラック8レーン全天候ウレタン舗装

インフィールド106×69m 天然芝（サッカー、ラグビー 1面）

室内練習場（130m直線走路、砂場）

付帯施設（設備） 会議室、シャワー室、医務室

トレーニングルーム
フリーウエイトトレーニング室
（一部鏡面壁、
 マルチメディア機能を備えた
 小会議室）

陸上競技場

2 山梨県富士吉田市上吉田立石5000富士吉田市

1,000ｍ 6レーン

競技用のボートコース（1,000m×6レーン）

練習用に直線4,500ｍの確保が可能
付帯施設（設備） 
艇庫40艇収容、艇台、艇置場、救助艇5隻、
桟橋4、審判塔、会議室、シャワー室

富士山の麓の標高約800ｍの河口湖にあ
る漕艇場です。 緑あふれる雄大な自然に
囲まれ、夏季でも冷涼な環境でのトレー
ニングが可能です。

河口湖漕艇場10

山梨県南都留郡富士河口湖町河口3131富士河口湖町

200m・500m 共有コース９レーン

カヤック競技、カナディアン競技

シングル、ペア、フォアに対応

付帯施設（設備）  カヌー艇庫、決勝審判塔

富士山の麓の標高約900mの精進湖に
あるカヌー場です。全国規模の大会を
毎年開催しています。緑あふれる雄大
な自然に囲まれ、夏季でも冷涼な環境
でのトレーニングが可能です。

精進湖カヌー競技場11

山梨県南都留郡富士河口湖町精進483 -14番地先富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,100mに位置する、
天然芝のサッカー専用スタジアムです。 
富士山をバックにした絶好のロケー
ションの中、夏期でも冷涼な環境でのト
レーニング可能です。2002年サッカー
ワールドカップの際には、カメルーン代
表チームが事前合宿を実施しました。

くぬぎ平サッカー場12

山梨県南都留郡富士河口湖町小立6816 -2 山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210富士河口湖町

富士山の麓の本栖湖畔に位置する複合
型スポーツ施設で、平成28年7月にリ
ニューアルオープンしました。全天候型
陸上競技場を中心にフルピッチサッ
カー場、体育館、宿泊施設など充実した
施設がそろい、夏季でも冷涼な環境で充
実した練習ができます。

本栖湖スポーツセンター13

富士河口湖町

富士山の麓の標高約900ｍの本栖湖に
ある漕艇場です。 世界ジュニアカヌー選
手権大会が開催された実績があります。 
人工湖とは異なり自然の湖であるため、
大きな水位変動がないうえ、波や風の影
響が少なく、練習に適しています。緑あ
ふれる雄大な自然に囲まれ、夏季でも冷
涼な環境でのトレーニングが可能です。

本栖湖14

富士河口湖町

富士山の麓、標高約1,000ｍに位置する、山中
湖の優れた自然環境を活かした多目的公園で
す。園内にある広々としたフィールドのうち
クレイグラウンドと天然芝グラウンドは間に
あるネットを取り外し可能で、最大で約230
ｍのスペースが確保できるため、アーチェ
リー競技のＩＦ基準に合致しており、実践を
踏まえた練習が可能です。

山中湖交流プラザきらら15

山梨県南都留郡山中湖村平野479 -2山梨県南都留郡富士河口湖町本栖210番地先 山中湖村

室内13m×23m
試合時プラットフォーム4m×4m
練習時15か所  最大25か所可能
全階級対応

練習場のフロアーは広々としており、国
際基準のバーベルセットが設置されてい
るなど、練習環境の良さは全国トップク
ラスです。施設は天井が高く、熱がこもり
にくい構造になっています。

日川高等学校ウエイトリフティング場8

山梨県山梨市一町田中1062山梨市

山梨学院大学7 山梨県甲府市酒折2-4 - 5甲府市

グラウンド21,000㎡ 変形
（東西70 ～ 120ｍ、南北最長200ｍ）

付帯施設（設備）
シャワー室、ジョギングコース

施設から富士山が眺望でき、周囲には
自然あふれる環境が広がる、天然芝の
グラウンドです。 国民体育大会の
アーチェリー競技が開催された実績
があります。 

敷島総合公園多目的運動場9

山梨県甲斐市牛句2814甲斐市

付帯施設（設備）会議室、シャワー室、トレーニング室

speed&Dynamic&Exciting&Elegant

日本陸上競技連盟第1種公認陸上競技場です。
ホームストレートだけでなく、バックストレートでも100m走などの公式競技会の
開催が可能であり、風向きに応じた練習が可能です。 

日本陸上競技連盟第2種公認陸上競技場です。100mのスタート地点に立つと、正面
に富士山を望むことができます。2018年までに屋内練習走路、ウエイトトレーニン
グ室、夜間照明を新設します。

N
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東京をはじめ各地からの便利な交通アクセスのもと、山梨県内各地にス
ポーツキャンプに最適な36の施設を準備しています。特に①から⑮の
施設は、多くの大会やスポーツキャンプの実績、IF基準など、トップアス
リートの皆様の要求を満たすことができます。

スポーツキャンプガイド山梨

動画にて新設する
施設などを含め
施設紹介が
ご覧いただけます

バレー レスリングウエイトリフティングトライアスロン

自転車競技 トラック

バスケットボール

自転車競技 ＢＭＸ

サッカー ボート

水泳 競泳

ボクシング 馬術 馬場馬術 総合馬術 障害馬術

ハンドボール ラグビー

アーチェリー

カヌー スプリント

野球

ホッケー

卓球 テニス

柔道

フェンシング

バドミントン

競 技

陸上競技

国内唯一の世界標準を満たすBMXコー
スです。コースの象徴とも言える8mの
スタートヒルは、現在オリンピックなど
の世界大会で使用されているものと同
じ高さです。ダートジャンプのプロ向け
コースや、トッププロ選手が練習拠点と
するコースも併設しています。 

YBP（Yuta’s Bike Park）3

山梨県北杜市長坂町小荒間1823北杜市

アリーナ（32m×45m 1,440㎡）

バレーボールコート3面

サブアリーナ（15m×28ｍ 420㎡）

付帯施設（設備）
空調設備、会議室、シャワー室、
トレーニング室

BMXレース世界基準コース　        350m
ダートジャンプコース　              200m
一般向け　初級コース　                50m
一般向け　中級コース                 100m
ショートダウンヒルコース　         150m

標高約700ｍの高い場所に位置するた
め、夏季でも冷涼な環境でのトレーニン
グが可能です。 

北杜市民体育館（白州）4

山梨県北杜市白州町鳥原2913 -208北杜市

山梨県内唯一のラグビー専用グラウンド
として、公式大会やクラブチームの練習
などに利用されています。年間を通じて
プレーしやすいコンディションが保たれ
るよう管理されているグラウンドです。

御勅使南公園ラグビー場5

山梨県南アルプス市六科1588 -2南アルプス市

グラウンド64.8m×116.4m 人工芝 

クレイ練習場

付帯施設（設備）会議室、シャワー室

2014年全国高等学校総合体育大会の
ホッケー競技会場として使用されまし
た。人工芝は「ウォーターベース」を採用
しており、ロンドンオリンピック競技会
場と同じ仕様となっており、国際ホッ
ケー連盟のグローバル基準品を使用し
ています。

白根高等学校第2グラウンドホッケー場6

山梨県南アルプス市上今諏訪850 -1南アルプス市

バレーボール、バスケットボールの国内リーグなどに利用されています。メインアリーナ、サブアリーナとも冷暖房
を完備しており、1年を通して快適に練習できます。

第一、第二武道館の床は競技専用のスプリング入
りです。全館冷暖房を完備しており、1年を通し
て快適に練習できます。

サッカーグラウンド
フルピッチサッカーグラウンド（天然芝）
1面（13,500㎡）
サブグラウンド１面（125m×90m  11,035㎡）
付帯施設（設備） クラブハウス

原っぱ（天然芝グラウンド）116ｍ×124ｍ
広っぱ（クレイグラウンド） 116ｍ×112ｍ
夜間照明あり
ぴっち（人口芝グラウンド） 105m×68m
付帯施設（設備） 楽屋棟（会議室、控え室、
　　　　　　　　シャワー室などに利用可能）

2000mボートコース
（カヌーコースとしても使用可能）

全天候型陸上競技場（400mトラック6レーン・
直走路7レーン　ゴムチップウレタン）
内側にフルピッチサッカー場（天然芝 10,179㎡）
人工芝サッカーコート（8,970㎡）

ラグビーグラウンド2面天然芝
Ａグラウンド　Bグラウンド　いずれも
148.5×78.5ｍ 11,650㎡
ピッチ69×143.5ｍ
付帯施設（設備）
多目的ホール、シャワー室（ロッカールーム付）
クロスカントリーコース

付帯施設（設備） 体育館、多目的芝生広場、宿泊施設、会議場　
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山梨県馬術競技場
北杜市長坂総合スポーツ公園（体育館）
北杜市高根総合グラウンド（体育館）
韮崎中央公園（陸上競技場、芝生広場）
櫛形総合公園（陸上競技場・体育館）
白根中央公園（ホッケー場）
昭和町押原公園（天然芝グラウンド）
昭和町総合体育館
甲府昭和高等学校（ボクシング場）

緑ヶ丘スポーツ公園（陸上競技場・体育館・洋弓場・屋内プール）

甲府市総合市民会館（山の都アリーナ）
甲府工業高等学校（ボクシング場）
山梨市市民総合体育館
山梨市牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター
甲州市塩山体育館
境川自転車競技場
都留市総合運動公園（陸上競技場）
吉田高等学校（ウエイトリフティング場）
鐘山総合スポーツセンター（体育館）
富士みどりの休暇村人工芝グラウンド（ラグビー場）
西湖（トライアスロン）
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住所： 400 - 8501 山梨県甲府市丸の内 1- 6 -1   TEL:055-223-1545    FAX:055-223-1776
e-mail:sports-camp@pref.yamanashi.lg.jp 
http://www.pref.yamanashi.jp/camp/sports/support_desk_english.html

より詳細な内容をお知りになりたい場合は、下記までお気軽にお問い合わせください。

Yamanashi sports camp

バス
新宿駅西口バスターミナル 甲府

河口湖

中央自動車道 2時間

1時間45分

成田国際空港または羽田空港 

■アクセス案内
東京から

成田国際空港

成田国際空港

羽田空港

羽田空港

浜松町 新宿

新宿 甲府

甲府

甲府

ＪＲ成田エクスプレス 1時間30分

ＪＲ中央本線

特急1時間30分

高速バス

3時間30分

23分 特急1時間30分東京モノレール24分

電車

甲府高速バス

2時間15分

新宿 甲府ＪＲ中央本線
特急1時間30分

新宿 ＪＲ中央本線

特急1時間

富士急行

30 分

河口湖大月

車
高井戸IC 甲府昭和IC

河口湖IC

中央自動車道 1時間20分

1時間10分

富士山静岡空港

静岡から

富士山静岡空港 静岡

静岡 新富士

甲府ＪＲ身延線

特急2 時間バス 55分

バス 55分

富士山静岡空港 河口湖新幹線

15 分

バス

2 時間

車
富士IC東名高速道路

1時間45分

吉田IC 河口湖IC国道139号
1時間20分

中部国際空港セントレア

電車

バス

名古屋から

中部国際空港セントレア 名古屋 静岡 甲府ＪＲ身延線

特急2時間名鉄空港特急28分

名古屋 静岡 甲府新幹線

1時間

名古屋バスターミナル 甲府

4 時間

新幹線

1時間

ＪＲ身延線

特急 2時間
名古屋 新富士 バス

2時間

河口湖新幹線

1時間40分

河口湖

6時間30分

中央自動車道

車

小牧IC 富士IC 河口湖IC東名高速道路

2時間50分

国道139号

1時間20分

小牧IC 甲府昭和IC中央自動車道

3時間

大阪から

関西国際空港

電車

関西国際空港 新大阪 静岡 甲府ＪＲ身延線 

特急2時間ＪＲ本線50分

新幹線

2時間

新大阪 静岡 甲府新幹線
2 時間

ＪＲ身延線
特急 2時間

新大阪 新富士 バス

2時間

河口湖新幹線

2時間40分

バス

大阪バスターミナル 甲府名神高速道路─中央自動車道

8時間30分
河口湖

11時間
車

豊中IC 小牧JCT 甲府昭和IC名神高速道路

2時間10分

中央自動車道

3時間

豊中IC 富士IC 河口湖IC
 名神高速道路・

東名高速道路

4時間10分

国道139号

1時間20分

 東名高速道路・中部横断自動車道・
中央自動車道

1時間30分

吉田IC 甲府昭和IC

ＪＲ中央本線ＪＲ山の手線

検索

Contact us !!

山梨県北杜市小淵沢町10060-3
山梨県北杜市長坂町大八田6811-187
山梨県北杜市高根町村山北割100
山梨県韮崎市藤井町北下条2531
山梨県南アルプス市桃園1600 
山梨県南アルプス市百々 3468-2
山梨県中巨摩郡昭和町押越1500-1
山梨県中巨摩郡昭和町押越1001
山梨県中巨摩郡昭和町西条3000

山梨県甲府市緑が丘2-8-1

山梨県甲府市青沼3-5-44
山梨県甲府市塩部2-7-1
山梨県山梨市上石森701
山梨県山梨市牧丘町窪平442-1
山梨県甲州市塩山小屋敷1854
山梨県笛吹市境川町藤垈字八乙女3460 
山梨県都留市上谷1923
山梨県富士吉田市下吉田6-17-１
山梨県富士吉田市上吉田6200
山梨県南都留郡鳴沢村8532-5
山梨県南都留郡富士河口湖町西湖

施設 住所 競技

　山梨県は日本のほぼ中央に位置し、主要国際大会が数多く開かれる東京に隣接したア
クセス至便な地域です。
   世界文化遺産富士山をはじめとする美しい山々に囲まれた豊かな自然環境に恵まれ、
きれいな空気や水、日本有数の長い日照時間、夏でも冷涼な気候の富士北麓地域など、ア
スリートの皆様が求める快適な条件のもと、存分にトレーニングに励んでいただけます。
   また、各種競技に対応したスポーツ施設を有しているとともに、オフには、果物王国や
まなしが誇る美味しい食べ物、疲れを癒す温泉、世界遺産富士山などの魅力あふれる観光
地などで存分にリフレッシュしていただけます。
  本県で存分にトレーニングに励まれることで、ベストコンディションで大会に臨むこと
ができるよう、私たち県民一同、皆さまを歓迎し、サポートしてまいりますので、是非、山
梨県にお越しください。

[スポーツ合宿に最適な山梨]

[空港からの移動も便利]
●

●
● ●●

●

札幌電車 バス

東京

名古屋
静岡

大阪
福岡

山梨県

山梨県知事

後藤 斎

羽田空港
東京（新宿）

2時間30分
1時間30分

2時間15分
2時間

Point [東京に隣接]Point

[大自然を望む練習環境]Point

ようこそ山 梨 県へ

Welcome to Yamanashi
[長い日照時間]Point

[美味しい食べ物・水]Point

[魅力あふれる観光地]
山梨ツーリズムネット

www.yamanashi-kankou.jp/
english/index.html

山梨のことをもっと
知りたい方はPoint

日本一の生産量を誇るぶどう、もも、すもも、ワイン、郷土料理
ミネラルウォーター生産量日本一

世界遺産富士山、疲れを癒す温泉など

Welcome to Yamanashi
平均気温(℃)
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umaiinet/index.html

山梨県
東京 成田空港

羽田空港
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2013年は日本一、2014年は2位
[快適な気候]Point

甲府は東京と同じ、富士北鹿と北巨摩は冷涼な気候

静岡

河口湖

大泉
甲府
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スポーツキャンプガイド山梨
スポーツ合 宿 に 最 適 な 環 境

富士の国やまなし
観光ナビゲーター
ハローキティ

■甲府までの所要時間
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Yamanashi Sports Camp Support Desk（山梨県総合政策部政策企画課国際総合戦略室内）




