
南アルプス市桃園1600

敷地内には、総合体育館、コミュニティープール、トレーニングルーム、
芝生広場、遊具広場などの施設があり、野球場や陸上競技場、テニスコー
トも備えた家族で楽しめる大規模公園。

第3種公認陸上競技場、［トラッ
ク］全天候ウレタン舗装400m8
コース、［フィールド］天然芝

陸上競技場

体育館
メインアリーナ：バレーボール3面　サブアリーナ

トレーニングルーム：各種フリーウエイトマシン

⑧櫛形総合公園

【お問い合わせ】	 ☎055-236-8555　FAX055-284-5174
【アクセス】	 	中部横断自動車道南アルプスICより約10分

天然芝 400m
8コース

25m6コース

屋内プール

南アルプス市
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オリンピック事前合宿拠点として仏代表チームが利用。上級者からビギ
ナーまで対応可能な様々なレベルのコースと世界基準のBMXレースのト
レーニングコースを設置。シーズンを通して参加型イベントや世界レベル
のデモンストレーションイベントなども企画開催。

自転車競技パーク
BMXレース世界基準コース350m、ダートジャンプコース200m、ショートダウンヒ
ルコース150ｍ、［一般向け］初級コース50ｍ，中級コース100ｍ

⑨ＹＢＰ（Yuta's Bike Park）

【お問い合わせ】	 ☎050-3545-7735
	 	http://ybp-yutasbikepark.com
【アクセス】	 	中央自動車道小淵沢IC
	 	　または長坂ICより約10分
	 	JR小海線甲斐小泉駅より徒歩約20分

北杜市長坂町小荒間1823北杜市

14



北杜市長坂町大八田6811-187

北杜市白州町鳥原2913-208

サンドバレーコート
サンドバレー2面

体育館
バスケットボール2面、
バレーボール2面、バド
ミントン6面

陸上競技場・サッカー場
［トラック］400m、［フィールド］人工芝、サッカー場1面、夜間照明設備

白州総合体育館の前に開設された白砂で国際基
準を満たす山梨県内唯一のサンドバレーコート。初
心者からアスリートまで、夏季でも冷涼な環境で楽し
める場所。

⑩白州サンドバレーコート

【お問い合わせ】
☎0551-35-3553
	http://grande.or.jp/hakushu/index.html

【アクセス】
		中央自動車道小淵沢ICより約15分
	JR中央本線小淵沢駅よりタクシーで約10分

北杜市

⑪長坂総合スポーツ公園
標高1000ｍ近くに位置し、自然豊かな環境の中で様々なスポーツ施設

を有した公園。体育館、柔剣道場、テニスコート、多目的運動場、野球場、人
工芝サッカー場、陸上競技場等があり、体育館には観覧席200席を完備。

【お問い合わせ】	 ☎0551-32-2278　FAX0551-32-6141
	 	http://www.fir.gr.jp/hokuto/intro-n.html
【アクセス】	 	中央自動車道長坂ICより約10分
	 	JR中央本線長坂駅より徒歩約24分

北杜市

人工芝 夜間照明
設備野球場

軟式野球（硬式野球は不可）、夜間照明塔完備、12月〜3月は冬期閉鎖
柔剣道場：柔道場1面・剣道場1面、卓球場としても利用可能
テニスコート：オムニコート5面、夜間照明設備
B&G屋内多目的運動場：軽スポーツでの利用が可能

収容人数520人
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中巨摩郡昭和町押越1500-1

天然芝と人工芝のグラウンドは、サッカー・グラウンドゴルフ・アルティ
メット・スポーツフェスティバルなど多種目・多世代の方々が利用できる。
南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプスと季節ごとに代わる景色も楽し
める公園。

人工芝グラウンド
サッカー1面、夜間照明設備

⑫押原公園
　（ゆめパーク昭和）

【お問い合わせ】	 ☎055-267-9001
	 	http://www.yamanashi-football.com/publics/index/33
【アクセス】	 	中央自動車道甲府昭和ICより約10分
	 	JR身延線国母駅よりタクシーで約5分

天然芝グラウンド
サッカー1面

天然芝

人工芝 夜間照明
設備

昭和町
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南巨摩郡南部町大和360

25m温水プール・サウナ・トレーニング室・体育館・テニスコート・野球
場・運動場があり、年間を通じ様々なスポーツ教室を開催。

運動場：サッカー、グラウンドゴルフ
野球場：両翼91m、夜間照明設備、内野観覧席
テニスコート：全天候型人工芝プロ仕様4面、軟式・硬式
とも使用可

温水プール
25m6コース

体育館
バレーボール、バスケットボール

器具を使ったウエイトトレーニング等が行える。

トレーニング室

⑬アルカディア南部総合公園
　スポーツセンター 【お問い合わせ】	 ☎0556-64-3113

	 	https://www.town.nanbu.yamanashi.jp/
	 　	shisetsu/syakaikyouiku/park_arukadia.html
【アクセス】	 	中部横断自動車道南部ICより約10分
	 	JR身延線内船駅よりタクシーで約5分

南部町
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総合運動公園には、陸上競技場（ウレタン舗装の400ｍトラック・8コー
ス）、人工芝のサッカー場があり、夜間照明設備完備。

南巨摩郡富士川町鰍沢内

陸上競技場
［トラック］ウレタン舗装400m8コース、走幅跳・走高跳、砲丸投げ
［フィールド］サッカー1面、8人制サッカー2面、グラウンドゴルフ等

⑭富士川いきいきスポーツ公園
【お問い合わせ】	 ☎0556-22-5361
	 	https://www.town.fujikawa.yamanashi.jp/
	 　	chosei/shisetsu/ryokin-ikispo.html
【アクセス】	 	中部横断自動車道増穂ICより約5分
	 	JR身延線鰍沢口駅よりタクシーで約10分

夜間照明
設備 人工芝 400m

8コース

富士川町

令和4年度竣工予定
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ぴっち
人工芝、サッカー1面、8人制サッカー2面、フットサル4面、ラグビー1面、グラウ
ンドゴルフ1面

広っぱ
クレーグラウンド、サッカー1面、8人制サッカー2面、野球場
1面、ソフトボール＆少年野球2面、ラグビー1面、ハンドボー
ル2面、200mトラック1面

原っぱ：多目的広場、天然芝、スポーツ大会開催
こーと：テニスコート人工芝3面、夜間照明設備
スポーツ教室：ダンス、ネイチャーフラダンス、養身功、太極
拳、ベーシックヨガ、吹き矢等

絶好のロケーションに恵まれた湖畔に広がる山中湖の豊かな自然を活
かした交流拠点。広 と々したフィールドは、「ぴっち」「広っぱ」「原っぱ」を
備え、思い思いのスポーツを楽しんだり、親子で自由に遊んだり、多目的に
利用可能。

ころろ
バスケットボールミニコート場

⑮山中湖交流プラザ
　きらら

【お問い合わせ】	 ☎0555-20-3111
	 	http://www.kirarayamanakako.jp
【アクセス】	 	東富士五湖道路山中湖ICより約15分
	 	富士急行線富士山駅より路線バスで約25分

人工芝

南都留郡山中湖村平野479-2山中湖村
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南都留郡鳴沢村8532-5

富士五湖最大級の人工芝グラウンド、多目的グラウンド、テニスコート、
フットサルコート、体育館などの施設と最大約500人収容の宿泊施設が完
備されており、サッカー大会や各種スポーツイベントに最適。

人工芝グラウンド
サッカー・ラグビー用人工芝グラウンド2面、夜間照明設備

体育館
バスケットボール・ハンドボール2面、バドミントン6面

多目的グラウンド
グラウンドサイズ80m×105m、夜間照明設備

コート：フットサル2面、多目的・テニス3面

⑯FUJI VILLAGE
　富士緑の休暇村 【お問い合わせ】	 ☎0555-85-2236　FAX0555-85-2296

	 	https://www.kyukamura.jp
【アクセス】	 	中央自動車道河口湖ICより約10分
	 	富士急行線河口湖駅よりタクシーで約10分

客室・和室客室・和室 食堂食堂

研修室研修室 大浴場大浴場

鳴沢村

夜間照明
設備 人工芝
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南都留郡富士河口湖町本栖210

合宿所をリノベーションしたファミリーからアスリートまで楽しんでいた
だける宿泊施設。大自然を満喫できるアウトドアアクティビティと人工芝や
天然芝のサッカーグラウンドなど充実したスポーツ施設を完備。

富士山を背景に広がる国内でも類のない広大な面積で、JFA（日本サッ
カー協会）ロングパイル人工芝ピッチ公認基準を満たしたグラウンド。一
般サッカー場3面、少年サッカー場6面、少年野球場4面のコートラインが
入ったスポーツ広場。

体育館：バスケットボール・バレーボール1面
陸上トラック：全天候型400m6コース

⑰本栖湖スポーツセンター

【お問い合わせ】	 ☎0555-87-2887　FAX0555-87-2888
	 	http://motosukosc.com
【アクセス】	 	中央自動車道河口湖ICより約30分
	 富士急行線河口湖駅よりタクシーで約35分

人工芝サッカー場
サッカー3面、8人制サッカー・少年野球4面、野球（マウン
ド・バックネットは移動式）

グラウンド
サッカー1面、8人制サッカー2面、アメフト・ラグビー1面

南都留郡富士河口湖町小立6816-2

⑱くぬぎ平スポーツ公園

【お問い合わせ】	 ☎0555-73-1220　FAX0555-72-1217
【アクセス】	 	中央自動車道富士吉田ICより約15分
	 	富士急行線河口湖駅よりタクシーで
	 　	約15分

富士河口湖町

富士河口湖町

天然芝
人工芝

400m
6コース

人工芝
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美味しい食べ物・水、魅力あふれる観光地・山梨

名水から生まれるやまなしの食

山梨県は、日本ワイン発祥の
地であり、その生産量及びワイナ
リー数は日本一を誇ります。
また、本県特産で日本固有の

ブドウ品種「甲州」で造られた甲
州ワインは品質が高く、海外か
らも注目を集めております。
令和という新しい時代が始ま

り、日本ワインの評価が世界的
に高まっている今、山梨ワインの
さらなる発展を図るため、知事
が令和元年8月7日に山梨「ワイ
ン県」宣言を行いました。

国内屈指の名峰と豊かな森林が育んだ名水。その名水から生まれる山梨の食の数々。
甘くみずみずしい果物。山梨オリジナルのブランド魚『富士の介』や自然豊かな山梨なら

ではのジビエ（野生鳥獣の肉）料理などをご堪能ください。

果実王国やまなしが誇るぶどう、もも、すもも。また、ワインや郷土料理な
ど美味しい食べ物でスポーツ後のオフタイムをリフレッシュ。
富士山をはじめ、数多くの観光地、年間を通して様々なイベントも盛り

沢山です。

Let's enjoy
Yamanashi

詳細は
こちらから

Ⓒ天に選ばれし、名水の地。山梨。プロモーション動画 動画はこちらから

キングサーモン×ニジマスの交配魚・富士の介 ワインとも相性がいいジビエ料理
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標高3,776m、日本一の高さを誇る富士山は、その壮大
さと、頻繁に繰り返された荒 し々い噴火によって、古来より
人々の畏敬を集め、「信仰の対象」となってきました。またそ
の円錐形をした美しい姿は、多くの芸術家にインスピレー
ションを与え、数多くの「芸術の源泉」となっています。人と
自然が信仰と芸術を通して共生する姿が富士山の大きな
特徴であり、顕著な普遍的価値と認められ、世界文化遺産
に認定されました。

富士山
いずれも富士山の噴火による堰止湖で、富士箱根伊豆

国立公園に指定されています。2011年9月21日に富士五
湖の名称で5湖とも国の名勝に指定され、2013年6月22日
には「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の一部として五湖
すべてが世界文化遺産に登録されました。

富士五湖県下最大のイベント
信玄公祭り
信玄公祭りは、戦国武将・武田信玄公の遺徳を偲び、

毎年4月12日の命日に合わせて直前の週末に開催される
県内屈指のイベントです。舞鶴城公園に集結した約1500
名の武者姿の軍勢が甲府の街へ繰り出す、華麗な中にも
勇ましい世界最大級の規模を誇る戦国絵巻は圧巻です。
「侍の最大集合記録」としてギネス世界記録に認定さ
れています。

最新の観光情報は下記URLからチェック。
観光情報から山梨のトレンドがわかる記事など山梨を満喫できる情

報が盛りだくさんです。

山梨のことを
もっと知りたい方は

https://www.yamanashi-kankou.jp

●山梨県の公式観光サイト
富士の国やまなし

https://hq-yamanashi.jp

●やまなしブランド情報発信サイト
ハイクオリティやまなし
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山梨県スポーツ振興局スポーツ振興課
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
☎ 055-223-1545  FAX 055-223-1578
山梨県 スポーツ振興課 検 索

山梨県
お問い合わせ

Yamanashi
Sports Guide

山梨県スポーツ施設情報

Let's enjoy sports


