
宇都宮市教育委員会事務局スポーツ振興課 

宇都宮市スポーツ施設ＭＡＰ 
1.全体図（電子版のみ：施設名をクリックすると詳細を見ることができます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡例）    

(黒) 体育館 (緑) 屋外体育施設 (水色) プール  (黄色) その他の形態の施設 
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⑤上河内体育館 

⑲上河内運動場 

○21芦沼運動場 

○24古田運動場 

河内総合運動公園 

○25陸上競技場 

○26 多目的運動広場� 

○31  

屋内プール 

 

○35  

⑳宮山田運動場 

○22下田原運動場 

○28下田原弓道場 

○34サイクリング 

ターミナル 

⑩駒生運動公園 

⑥河内体育館 

⑫柳田緑地 

⑬道場宿緑地 

④清原体育館 

⑦清原中央公園 

⑧清原南公園 

⑪  

石井緑地 

⑮  

⑱屋板運動場 

○27市弓道場 

②雀宮体育館 

⑰雀宮体育館 

（屋外施設） 

○33  

⑨宮原運動公園 

○30陽南プール 

③明保野体育館 

○29  

⑯  

 （市サッカー場） 

⑭御幸公園 

①  

 （市体育館） 

○32下田原運動場 

 幼児用プール 
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2.各施設の詳細（電子版のみ：『[MAP]』をクリックすると各施設の詳細地図を見ることができます） 

施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

①ブレックスアリーナ宇都宮 

 （市体育館） [MAP] 

宇都宮市元今泉 5-6-18 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

 

【予約・お問合せ先】 

 同上 

【主競技場】（38m×50m） 

バスケットボール 2面，卓球 21台 

バレーボール 6人制 3面，バレーボール 9人制 2面 

バドミントン 10面 等 

【副競技場】（28m×34m） 

バスケットボール 2面，卓球 12台 

バレーボール 6人制 2面，バレーボール 9人制 1面 

バドミントン 4面 等 

【武道場】（22m×27m） 

【トレーニング室】 

【幼児体育室】（17m×8m） 

【会議室】（100人収容） 

【控室】（2室 18人収容） 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日･土曜日 9:00～21:00 

日曜日･祝日 9:00～17:00 

・毎週火曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

②雀宮体育館 [MAP] 

宇都宮市南町 6-3 

TEL 028-655-0058（FAX兼用） 

 

【予約・お問合せ先】 

 同上 

【競技場】（43m×34m） 

バスケットボール 2面，卓球 24台 

6人制バレーボール 3面，9人制バレーボール 2面 

バドミントン 8面 等 

【多目的室】（18m×10m） 

【トレーニング室】 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日･土曜日 9:00～21:00 

日曜日･祝日 9:00～17:00 

・毎週火曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

③明保野体育館 [MAP] 

宇都宮市明保野町 7-9 

TEL 028-632-6381（FAX兼用） 

 

【予約・お問合せ先】 

  同上 

【競技場】（33m×28m） 

バスケットボール 1面，卓球 15台 

6人制バレーボール 2面，9人制バレーボール 2面 

バドミントン 6面 等 

【プレイルーム】（14m×9m） 

【トレーニング室】 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日･土曜日 9:00～21:00 

日曜日･祝日 9:00～17:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.561256,139.910631&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f676eb5e6cde9:0x2f99e4e3be436fb4,0,0x601f676eb56cd043:0x4d2ed712415a2fb8&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.482174,139.864926&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5ccf7e3f6e35:0xa9e45e1e25cb73b6,0,0x601f5ccf7f56d191:0x1b6ccaeb27f67f47&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.548363,139.86793&hl=ja&ll=36.548363,139.86793&spn=0.009016,0.021136&sll=36.548293,139.867956&sspn=0.009016,0.021136&brcurrent=3,0x601f67e9b659bd4b:0x226cb4d1e3bf8cdd,0,0x601f67e91acf411d:0xc8367d99ed118ac6&t=m&z=16
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

④清原体育館 [MAP] 

宇都宮市清原工業団地 14 

TEL 028-667-1227 

FAX 028-667-1228 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【主競技場】（54m×38m） 

 バスケットボール 2面，バレーボール 3面 

 バドミントン 10面，卓球 35台 等 

【副競技場】（38m×23m） 

 バスケットボール 1面，バレーボール 1面 

 バドミントン 4面，卓球 15台 等 

【柔道場】（18m×11m） 

【剣道場】（13m×10m） 

【トレーニング室】 

【会議室】 

【控室】 

【シャワー室】 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日･土曜日 9:00～21:00 

日曜日･祝日 9:00～17:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

⑤上河内体育館 [MAP] 

宇都宮市中里町 182-1 

TEL 028-674-3290 

FAX 028-674-4619 

 

【予約・お問合せ先】 

 同上 

【競技場】 

バスケットボールコート 2面 

バレーボールコート 2面，バドミントン 6面 等 

【卓球室】 

 卓球 8台 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

 9:00～21:30 

・年末年始 

⑥河内体育館 [MAP] 

宇都宮市中岡本町 3225 

TEL 028-673-5600 

FAX 028-673-5601 

 

【予約・お問合せ先】 

 同上 

【競技場】 

バレーボールコート 4面 

バスケットボールコート 2面 

バドミントンコート 12面 等 

【格技場】 

 剣道 1面，柔道 1面 

【トレーニング室】 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日・土曜日 9:00～21:30 

日曜日・祝日 9:00～17:00 

・毎週月曜日 

※祝休日の時は翌日以降の 

最初の平日 

 

・年末年始 

⑦清原中央公園 [MAP] 

宇都宮市清原工業団 14 

TEL 028-667-1227 

FAX 028-667-1228 

 

【予約・お問合せ先】 

 同上 

【宇都宮清原球場】（硬式野球可） 

収容人員 30,000人，グラウンド面積 13,383.3㎡ 

 両翼 97.6ｍ，中堅 122ｍ，透水性人工芝 

電光スコアボード（LED仕様），照明設備 

放送室（放送設備一式，スコアボード操作機 等） 

ダッグアウト，本部室 

【清原庭球場】 

硬式・ソフトテニス両用全天候型コート 8面，照明設備 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

平日・土曜日 9:00～21:30 

日曜日・祝日 9:00～20:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.545001,139.983265&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5fa954bae1ff:0xd46fec1ccbfa2574,0,0x601f5fae45ae052d:0xa7125a78745ba995&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.681765,139.901589&hl=ja&ll=36.681567,139.901962&spn=0.009017,0.02105&num=1&brcurrent=3,0x601f653a738a61f3:0xb3f8bfbf6260d96b,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.617112,139.943225&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f6149eb90e635:0x256999606f462231,0,0x601f6149c6b7fc47:0x9cf15684d4ce583c&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.544949,139.98318&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5fa954bae1ff:0xd46fec1ccbfa2574,0,0x601f5fae45ae052d:0xa7125a78745ba995&t=m&z=16
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

⑧清原南公園 [MAP] 

宇都宮市清原工業団地 2 

 

【予約・お問合せ先】 

清原体育館 

TEL 028-667-1227 

FAX 028-667-1228 

【清原南球場】（硬式野球不可） 

敷地面積 9,588.7㎡，両翼 87m，中堅 98m 

 外野：野芝 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

⑨宮原運動公園 [MAP] 

宇都宮市陽南 4-5-6 

TEL 028-658-1052 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球可） 

 敷地面積 18,600㎡，グラウンド面積 12,643㎡ 

 （内野：アンツーカー 外野：野芝） 

 本塁センター間 120ｍ，両翼本塁間 91ｍ 

 左中間右中間 112ｍ 

【庭球場】 

 クレーコート 6面 

【弓道場】 

 近的 5人立 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

【野球場】 

9:00～17:00 

【庭球場】 

  ○4/10～11/30 

平日・土曜日 9:00～21:30 

   日曜日・祝日 9:00～20:00 

  ○12/1～4/9 

   9:00～17:00 

・毎週水曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・1/1～3/31（庭球場のみ） 

 

・年末年始 

※ただし、5月～10月の野球・

庭球場は無休 

⑩駒生運動公園 [MAP] 

宇都宮市鶴田町 3669 

TEL 028-648-3320 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

  野球場 3面 

  敷地面積 37,463.56㎡ 

グラウンド面積 23,654.68㎡ 

  （内野：クレー 外野：野芝） 

  照明設備 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

 ○4/10～11/30 

平日・土曜日 9:00～21:30 

日曜日・祝日 9:00～17:00 

 ○12/1～4/9 

  9:00～17:00 

・毎週木曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

※ただし、5月～10月は無休 

⑪鬼怒川緑地運動公園石井緑地 [MAP] 

宇都宮市石井町大島 2326 

TEL 028-667-0738 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 4面（内野：クレー 外野：野芝） 

 補助球場 1面（内野：クレー 外野：野芝） 

  ※補助球場はソフトボールの利用のみ 

   野球としては使用できません 

【多目的運動広場】 

 芝グランド 105ｍ×68ｍ×2面 

クレーグランド 105ｍ×68ｍ×4面 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週水曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.537002,139.986827&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5f3f654408a5:0xeb8788b9fed4e940,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.538192,139.867759&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f67f05562d35d:0x4c030b3add642534,0,0x601f67f0f7fcf423:0x10a3f769c3e26c11&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.569925,139.845915&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f6878f9ff6cf7:0xfbc9c646e18886ae,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.520846,139.949169&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5e857673631d:0xb36baf70496b982f,0,0x601f5e81c8f823f7:0xb3a9397b7ebcf159&t=m&z=15
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

⑫柳田緑地 [MAP] 

宇都宮市柳田字屋敷東右岸 

TEL 028-661-7023 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 5面（内野：クレー 外野：野芝） 

【ソフトボール場】 

 ソフトボール場 4面（クレー） 

【サッカー場】 

 サッカー場 1面（クレー） 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週木曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

⑬道場宿緑地 [MAP] 

宇都宮市道場宿上河原地先 

TEL 028-661-7023 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

野球場 2面（内野：クレー 外野：野芝） 

【ソフトボール場】 

 ソフトボール場 4面（内野：クレー 外野：野芝） 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週木曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

⑭御幸公園 [MAP] 

宇都宮市平出工業団地 13-1 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 1面（内野：クレー 外野：野芝） 

・開場期間 

 通年 

・開場時間 

 9:00～17:00 

休場日なし 

⑮みずほの中央公園 [MAP] 

宇都宮市瑞穂 3-3 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 2面（内野：クレー 外野：野芝） 

【アーチェリー場】 

照明設備 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

【野球場】     9:00～17:00 

【アーチェリー場】 9:00～21:00 

休場日なし 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.570321,139.966593&hl=ja&ll=36.570321,139.966593&spn=0.018026,0.042272&num=1&brcurrent=3,0x601f5e20eba1618b:0x93518303264f2c01,0&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.562324,139.970155&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5e310a7c48bf:0xa8ea645d61dc516c,0&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.583693,139.930544&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f672e3b5bbf4f:0x12791a216ca40d7a,0,0x601f672e377fed4f:0xc616f17ac4b09d98&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.504979,139.921017&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5c3bd8a2810b:0xd297199bac2b7cb0,0,0x601f5c3bd42df57d:0xaa6598af2514836&t=m&z=15
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

⑯栃木ＳＣ宇都宮フィールド 

 （市サッカー場） [MAP] 

宇都宮市中久保 2-1-25 

TEL 028-662-5048 

 

【予約・お問合せ先】 

市体育館 

TEL 028-663-1611 

FAX 028-663-0067 

【メインサッカー場】 

 メイン 9,520㎡（119ｍ×80ｍ），人工芝 

 固定席 441人，芝生席 2,000人 

【サブサッカー場】 

2,174㎡，野芝 

※メイン利用者の練習用 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週水曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

⑰雀宮体育館（屋外施設） [MAP] 

宇都宮市南町 6-3 

TEL 028-655-0058（FAX兼用） 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【多目的運動場】 

 ソフトボール場 1面，ゲートボール場 1面 

 200mトラック併用施設 

【庭球場】 

 クレーコート 2面 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・毎週火曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・1/1～3/31（庭球場のみ） 

 

・年末年始 

⑱屋板運動場 [MAP] 

宇都宮市屋板町 231-1 

TEL 028-656-7329（FAX兼用） 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【庭球場】 

全天候型（ハード）コート 3面 

砂入り人工芝コート 12面 

照明設備 

【多目的運動場】（硬式野球不可） 

 野球場 2面，サッカー場 1面 

300mトラック併用施設 等 

 照明設備 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

【多目的運動場】 

平日・土曜日 9:00～21:30 

  日曜日・祝日 9:00～17:00 

【庭球場】 

  平日・土曜日 9:00～21:30 

  日曜日・祝日 9:30～17:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

 ただし，5月～10月の多目的 

運動場・庭球場は無休 

⑲上河内運動場 [MAP] 

宇都宮市中里町 184-1 

 

【予約・お問合せ先】 

上河内体育館 

TEL 028-674-3290 

FAX 028-674-4619 

【野球場】（硬式野球不可） 

野球場 1面，照明設備 

【庭球場】 

オムニコート 2面 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

【野球場】9:00～21:30 

【庭球場】9:00～19:00 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.562566,139.925351&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f675a95d26b91:0x6e4f9c91a21799a8,0,0x601f675ac08e1933:0xd541d3e5c0a5c563&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.482071,139.864368&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5ccf9be24e27:0x29902efde6bf2994,0,0x601f5ccfa43da191:0x3622e43c0f9b1ea8&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.52126,139.895439&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5d0a841d43d3:0x8c9331b3f84bc234,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.68127,139.901748&hl=ja&ll=36.681275,139.902627&spn=0.009,0.021136&num=1&brcurrent=3,0x601f653a738a61f3:0xb3f8bfbf6260d96b,0&t=m&z=16
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

⑳宮山田運動場 [MAP] 

宇都宮市宮山田町 2936 

 

【予約・お問合せ先】 

上河内体育館 

TEL 028-674-3290 

FAX 028-674-4619 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 1面 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・年末年始 

○21芦沼運動場 [MAP] 

宇都宮市芦沼町 2191 

 

【予約・お問合せ先】 

上河内体育館 

TEL 028-674-3290 

FAX 028-674-4619 

【野球場】（硬式野球不可） 

 野球場 1面 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・年末年始 

○22下田原運動場 [MAP] 

宇都宮市下田原町 3434 

TEL 028-672-1051 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【野球場】（硬式野球不可） 

野球場 1面，ソフトボール 2面 等 

照明設備 

【テニスコート】 

クレーコート 2面 

【子ども広場】 

【住民センター】 

・開場期間 

【野球場・テニスコート】 

4月 1日～11月 30日 

（休場日を除く） 

・開場時間 

 【野球場】 

  ○4月，11月 9:00～17:00 

  ○5/1～10/31 

 平日・土曜日 9:00～21:30 

日曜日・祝日 9:00～17:00 

 【テニスコート】 

9:00～17:00 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

 

・年末年始 

○24古田運動場 [MAP] 

宇都宮市古田町 182 

 

【予約・お問合せ先】 

河内体育館 

TEL 028-673-5600 

FAX 028-673-5601 

【運動場】（硬式野球不可） 

ソフトボール 2面，野球 1面，サッカー1面 等 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.708167,139.872308&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f7a8c6adfdfa1:0xd7e09313c3ab3cde,0,0x601f7a8f2c561fdd:0x6e394a1e46e8076&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.674718,139.931231&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f649b5403e227:0x5d56bcee5f50a6f2,0&t=m&z=15
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.61973,139.923077&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f66a45df4fe9d:0x3c2d1206a8933d22,0,0x601f66a396ae8a85:0xa73aadf5d1cf7844&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.643923,139.915566&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f6441e6df5557:0x996d9781e1a6167,0&t=m&z=16
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

○25河内総合運動公園 

陸上競技場 [MAP] 

宇都宮市白沢町 1791-3 

TEL 028-673-0212 

FAX 028-673-0312 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【トラック】 

全天候 400mトラック（6コース） 

短距離走コース（8コース），110mハードル走 

走り幅跳び，三段跳び，棒高跳び，砲丸投げ 等 

【フィールド】 

サッカー用天然芝（105m×68m） 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

 

・年末年始 

○26河内総合運動公園 

多目的運動広場 [MAP] 

宇都宮市白沢町 1791-3 

TEL 028-673-0212 

FAX 028-673-0312 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【多目的運動場】 

軟式野球場 2面，少年野球場 1面，ソフトボール場 1面， 

サッカー場 1面 等 

照明設備 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

 ○ 4/10～11/30 9:00～21:30 

 ○12/ 1～ 4/ 9 9:00～17:00 

 

 ※雨天時や冬季などに芝の保護 

管理が必要な場合は、使用を 

制限することがあります 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

 

・年末年始 

 

○27市弓道場 [MAP] 

宇都宮市屋板町 231番地 1 

TEL 028-656-7329（FAX兼用） 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【弓道場】 

 10人立，観客席 87人 

 照明設備 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

平日・土曜日 9:00～21:00 

 日曜日・祝日 9:00～17:00 

・毎週月曜日 

※祝日のときはその翌日 

 

・年末年始 

 ※ただし、5月～10月の弓道場

は無休 

○28下田原運動場弓道場 [MAP] 

宇都宮市下田原町 3434 

TEL 028-672-1051 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【弓道場】 

 近的 5人立 

・開場期間 

通年（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～21:30 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.633506,139.937603&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f61511f5d4bc5:0x24ecc12d81fa63c,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.634006,139.939899&hl=ja&num=1&t=m&brcurrent=3,0x601f63fe11b17cdb:0x42ec5876aeb8c612,0,0x601f61511f5d4bc5:0x24ecc12d81fa63c&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.522001,139.895225&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5d0a841d43d3:0x8c9331b3f84bc234,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.619799,139.923077&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f66a4449953ed:0x46bfd523f09e1f31,0,0x601f66a473232ec5:0x58a214c072f1f1c1&t=m&z=15
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

○29駅東公園プール [MAP] 

宇都宮市元今泉 5-3-19 

TEL 028-661-5310 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【50mプール】 

 50m×25m，水深 1.3m～1.5m，9コース 

公認プール 

【25mプール】 

 25m×18m，水深 1.1m～1.25m 

【こども用プール】 

 不定形，水深 0.7m～0.9m 

【幼児用プール】 

 不定形，水深 0.3m～0.6m 

・開場期間 

7月 1日～8月 31日 

（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・月曜日 

 ※7/20～8/31は無休 

○30陽南プール [MAP] 

宇都宮市大和 1-11-16 

TEL 028-658-5813 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【25mプール】 

 25m×18m，水深 1.0m～1.15m，8コース 

【50mプール】 

 50m×25m，水深 1.3m～1.55m，9コース 

【幼児用プール】 

 不定形，水深 0.3m～0.5m 

・開場期間 

7月 1日～8月 31日 

（休場日を除く） 

・開場時間 

9:00～17:00 

・水曜日 

 ※7/20～8/31は無休 

○31河内総合運動公園屋内プール 

（ドリ～ムプ～ルかわち） [MAP] 

宇都宮市白沢町 1791-3 

TEL 028-673-0212 

FAX 028-673-0312 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【25m公認プール】 

歩行 2コース，遊泳 2コース，フリー4コース 

【流水プール】 

 1周 55m，水深 1m 

【幼児・子どもプール】 

幼児：不定形，水深 30cm 子ども：不定形，水深 60cm   

【ウォータースライダー】 

高さ 5.5m，全長 47m 

【採暖室】 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

平日・土曜日 10:00～21:00 

日曜日・祝日 10:00～18:00 

・月曜日 

※祝日にあたるときは翌日 

 

・年末年始 

○32下田原運動場幼児用プール [MAP] 

宇都宮市下田原町 3434 

TEL 028-672-1051 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【幼児用プール】 

15m×10m 

・開場期間 

6月 20日～8月 31日 

・開場時間 

10:00～16:00 

・月曜日 

※祝休日の時は翌日 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.560989,139.90958&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f676e91682bed:0x836dbeb50a32cf49,0,0x601f676e9dbc2f67:0x957e82f2c19957ce&t=m&z=17
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.535054,139.864293&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f67fa10113207:0xcbd9dc876990ced7,0,0x601f67fa13b92a45:0xab661d902b4dea29&t=m&z=17
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.631302,139.937775&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f615546f4e18b:0x777c7d11bd56cade,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.618834,139.923205&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f66a4c2acb723:0xe22a910bd5b68ecc,0,0x601f66a4943f676f:0xac77c73c62ec2890&t=m&z=16
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施設名称・所在地・連絡先 設備・利用可能種目 使用できる期間・時間 休館・休場日 

○33市スケートセンター [MAP] 

宇都宮市城南 3-15-32 

TEL 028-655-6817 

FAX 028-655-6827 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【冬季リンク】（30ｍ×60ｍ）  

 フィギュアスケート，アイスホッケー 

 ショートトラックスピードﾞ，各スケート競技 等 

【夏季フロア】 

 バドミントン 6面，バレーボール 2面 

ソフトテニス 1面，卓球 15台，その他多目的利用 等 

【貸し靴コーナー】 

 ホッケー150足，ハーフスピード 100足 

 フィギュア 950足 

【休憩コーナー】 

 180人収容 

【乾燥室】 

・開館期間 

 夏季（体育館） 

 6月 1日～8月 31日 

 冬季（リンク） 

10月 1日～5月 15日 

・開館時間 

【夏季】 

平日・土曜日 9:00～21:00 

日曜日・祝日 9:00～17:00 

【冬季】 

平日  13:00～19:00 

土曜日・日曜日・祝日 

9:00～17:00 

冬休み期間平日 

    9:00～19:00 

12/29，1/2，1/3 

     9:00～17:00 

・毎週水曜日 

※祝日のときはその翌日 

・12/30，31，1/1 

・切替期間（5月，9月） 

 

 ※ただし、12月～3月は無休 

（12/30，31，1/1は除く） 

○34サイクリングターミナル [MAP] 

宇都宮市福岡町 1074-1 

TEL 028-652-4497 

FAX 028-652-1381 

 

【予約・お問合せ先】 

同上 

【宿泊・研修施設】 

最大 74名収容可能 

和室 9室，洋室 1室，大広間 52畳 

研修室 1室（定員 25名），食堂（最大 76名） 

【レンタサイクル】 

250台 

・開館期間 

 通年（休館日を除く） 

・開館時間 

 8:30～17：00 

・火曜日 

※4/29～5/5，7/20～8/31， 

12/29～1/3までの火曜日 

及び祝日を除く 

○35高間木キャンプ場 [MAP] 

宇都宮市宮山田町地内 

 

【予約・お問合せ先】 

上河内体育館 

TEL 028-674-3290 

FAX 028-674-4619 

【屋根付調理台】 

【調理用かまど】 

10基 

【営火場】 

 2基 

・開場期間 

 通年（休場日を除く） 

・開場時間 

 通年 

・年末年始 

http://maps.google.co.jp/maps?q=36.511206,139.88235&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f5d10f2445d7d:0xed1d58460519f570,0,0x601f5d108df51fe9:0xc07a8f809da69114&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.617904,139.790318&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f6e6628c7fcbb:0x2c248733dba96962,0&t=m&z=16
http://maps.google.co.jp/maps?q=36.725281,139.859948&hl=ja&num=1&brcurrent=3,0x601f7a8f2c561fdd:0x6e394a1e46e8076,0&t=m&z=14
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競技種目別 使用できる主な施設 

競技種目 

または施設の種類 
施設名 

ゲートボール ⑰雀宮体育館(屋外施設) 

サッカー ⑫柳田緑地，⑯市サッカー場，○26河内総合運動公園多目的運動広場 

卓球 
①市体育館，②雀宮体育館，③明保野体育館，④清原体育館，⑤上河内体育館， 

○33市スケートセンター（夏季） 

テニス 
⑦清原庭球場，⑨宮原運動公園庭球場，⑰雀宮体育館（屋外施設），⑱屋板運動場， 

⑲上河内運動場，○22下田原運動場 

バスケットボール 
①市体育館，②雀宮体育館，③明保野体育館，④清原体育館，⑤上河内体育館， 

⑥河内体育館 

バドミントン 
①市体育館，②雀宮体育館，③明保野体育館，④清原体育館，⑤上河内体育館， 

⑥河内体育館，○33市スケートセンター（夏季） 

バレーボール 
①市体育館，②雀宮体育館，③明保野体育館，④清原体育館，⑤上河内体育館， 

⑥河内体育館，○33市スケートセンター（夏季） 

硬式野球 ⑦宇都宮清原球場，⑨宮原運動公園野球場 

軟式野球 

ソフトボール 

⑦宇都宮清原球場，⑧清原南球場，⑨宮原運動公園野球場，⑩駒生運動公園， 

⑪鬼怒川緑地運動公園石井緑地，⑫柳田緑地，⑬道場宿緑地，⑭御幸公園， 

⑮みずほの中央公園，⑲上河内運動場，⑳宮山田運動場，○21芦沼運動場， 

○22下田原運動場，○26河内総合運動公園多目的運動広場 

アーチェリー ○15みずほの中央公園 

弓道 ⑨宮原運動公園弓道場，○17市弓道場，○28下田原運動場弓道場 

スケート ○33市スケートセンター 

多目的運動場等 ⑪鬼怒川緑地運動公園石井緑地，⑱屋板運動場，○24古田運動場， 

トレーニング室 ①市体育館，②雀宮体育館，③明保野体育館，④清原体育館，⑥河内体育館 

多目的室・プレイルーム ②雀宮体育館，③明保野体育館 

プール 
○29駅東公園プール，○30陽南プール，○31河内総合運動公園屋内プール， 

○22下田原運動場幼児用プール 

武道場・格技場等 ①市体育館，⑥河内体育館，④清原体育館 

幼児体育室 ①市体育館 

陸上競技場 ○25河内総合運動公園陸上競技場 

※上記以外の競技が可能な場合がありますので，利用を希望する施設へお問い合わせください 


