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Sports Facility【高松市中心部・近郊】
　○高松市総合体育館
　○高松市香川総合体育館
　○高松市牟礼総合体育館
　○高松市牟礼中央公園運動センター
　○高松市南部運動場
　○高松市立仏生山公園体育館
　○高松市亀水運動センター
　○高松市西部運動センター
　○高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園
　○屋島レクザムフィールド〔屋島競技場]
　○香川県立武道館
　○香川県総合運動公園
　○香川県立総合水泳プール
　○三木町総合運動公園
　○高松市立東部運動公園
　○志度総合運動公園
Sports Facility【香川県東部】
　○大内スポーツセンター
　○長尾総合公園
　○引田スポーツセンター
　○津田総合公園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10

記載の情報は、2019年3月現在のものであり、料金や利用時間、休館日
など予告なく変更になる場合がございます。また冷暖房使用料が別途
かかる施設もございますので、詳しくはお問合せください。
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Sports Facility【高松市中心部・近郊】
　○高松市総合体育館
　○高松市香川総合体育館
　○高松市牟礼総合体育館
　○高松市牟礼中央公園運動センター
　○高松市南部運動場
　○高松市立仏生山公園体育館
　○高松市亀水運動センター
　○高松市西部運動センター
　○高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園
　○屋島レクザムフィールド〔屋島競技場]
　○香川県立武道館
　○香川県総合運動公園
　○香川県立総合水泳プール
　○三木町総合運動公園
　○高松市立東部運動公園
　○志度総合運動公園
Sports Facility【香川県東部】
　○大内スポーツセンター
　○長尾総合公園
　○引田スポーツセンター
　○津田総合公園

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P10

記載の情報は、2019年3月現在のものであり、料金や利用時間、休館日
など予告なく変更になる場合がございます。また冷暖房使用料が別途
かかる施設もございますので、詳しくはお問合せください。
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Sports Facility

住所／〒760-0066 香川県高松市福岡町4丁目36番1号
　　　TEL.087-822-0211　FAX.087-822-0120
利用時間／9：00～22：00　休館日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

■第１競技場
　●広さ：45m×36m　 　●天井高：15m
　●料金：12,180円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（18台）、バドミントン（10面）、ハンドボール（1面）

■体育館
　●広さ：30m×24m 　●天井高：13m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（12台）、バドミントン（3面）
　　　　 ソフトバレーボール（3面）

■テニスコート
　●料金：1時間あたり 510円
　●施設：全天候型砂入り人工芝（2面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：軟式野球［外野天然芝］
　　　　 （両翼89m×109m）

■第1グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：硬式可能［内野黒土］（両翼91m×120m）

■第2グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：サッカー（1面）、 ソフトボール（2面）

■競技場
　●広さ：45.5m×38.4m 　●天井高：13～18m
　●料金：11,480円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）
　　　　 バスケットボール（一般1面、ミニ2面）
　　　　 卓球（15台）
　　　　 バドミントン（8面）
　　　　 ソフトバレーボール（8面）
　　　　 フットサル（2面）

■第2競技場
　●広さ：26m×18m　 　●天井高：13m
　●料金：3,570円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（1面）、バドミントン（2面）

■第１競技場
　●広さ：54m×38m 　●天井高：18m
　●料金：17,220円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（41台）、バドミントン（12面）、テニス（3面）

■第1武道場
　●広さ：28m×15m
　●天井高：8m
　●料金：3,570円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：剣道場（2面）
　　　　 柔剣道・なぎなた
　　　　 （利用可）

■第2競技場
　●広さ：36m×28m 　●天井高：13m
　●料金：8,610円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（16台）、バトミントン（6面）、テニス（1面）

■第2武道場
　●広さ：28m×15m
　●天井高：4m
　●料金：4,270円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：柔道場（2面）

■アーチェリー場
　●料金：2,100円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：近的30m（5人立）

■和弓場
　●料金：2,100円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：近的28m（10人立）

住所／〒761-1705 香川県高松市香川町川東下1917番地1
　　　TEL.087-879-8000　FAX.087-879-8030
利用時間／9：00～22：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市香川総合体育館2

高松市総合体育館1
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5

3
住所／〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼152番地10
　　　TEL.087-845-7060　FAX.087-845-5311
利用時間／9：00～22：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市牟礼総合体育館

住所／〒761-0123 香川県高松市牟礼町原1019番地8
　　　TEL.087-845-1563　FAX.087-845-1563
利用時間／9：00～21：00（体育館22：00まで）　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市牟礼中央公園運動センター

住所／〒761-0450 香川県高松市三谷町3125番地4
　　　TEL.087-888-5507　FAX.087-888-2991
利用時間／9：00～17：00（6～8月は19：00まで）　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市南部運動場

Sports Facility 高松市中心部・近郊 高松市中心部・近郊
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Sports Facility

住所／〒760-0066 香川県高松市福岡町4丁目36番1号
　　　TEL.087-822-0211　FAX.087-822-0120
利用時間／9：00～22：00　休館日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

■第１競技場
　●広さ：45m×36m　 　●天井高：15m
　●料金：12,180円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（18台）、バドミントン（10面）、ハンドボール（1面）

■体育館
　●広さ：30m×24m 　●天井高：13m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（12台）、バドミントン（3面）
　　　　 ソフトバレーボール（3面）

■テニスコート
　●料金：1時間あたり 510円
　●施設：全天候型砂入り人工芝（2面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：軟式野球［外野天然芝］
　　　　 （両翼89m×109m）

■第1グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：硬式可能［内野黒土］（両翼91m×120m）

■第2グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：サッカー（1面）、 ソフトボール（2面）

■競技場
　●広さ：45.5m×38.4m 　●天井高：13～18m
　●料金：11,480円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）
　　　　 バスケットボール（一般1面、ミニ2面）
　　　　 卓球（15台）
　　　　 バドミントン（8面）
　　　　 ソフトバレーボール（8面）
　　　　 フットサル（2面）

■第2競技場
　●広さ：26m×18m　 　●天井高：13m
　●料金：3,570円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（1面）、バドミントン（2面）

■第１競技場
　●広さ：54m×38m 　●天井高：18m
　●料金：17,220円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（41台）、バドミントン（12面）、テニス（3面）

■第1武道場
　●広さ：28m×15m
　●天井高：8m
　●料金：3,570円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：剣道場（2面）
　　　　 柔剣道・なぎなた
　　　　 （利用可）

■第2競技場
　●広さ：36m×28m 　●天井高：13m
　●料金：8,610円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（16台）、バトミントン（6面）、テニス（1面）

■第2武道場
　●広さ：28m×15m
　●天井高：4m
　●料金：4,270円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：柔道場（2面）

■アーチェリー場
　●料金：2,100円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：近的30m（5人立）

■和弓場
　●料金：2,100円
　（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：近的28m（10人立）

住所／〒761-1705 香川県高松市香川町川東下1917番地1
　　　TEL.087-879-8000　FAX.087-879-8030
利用時間／9：00～22：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市香川総合体育館2

高松市総合体育館1

4

5

3
住所／〒761-0121 香川県高松市牟礼町牟礼152番地10
　　　TEL.087-845-7060　FAX.087-845-5311
利用時間／9：00～22：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市牟礼総合体育館

住所／〒761-0123 香川県高松市牟礼町原1019番地8
　　　TEL.087-845-1563　FAX.087-845-1563
利用時間／9：00～21：00（体育館22：00まで）　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市牟礼中央公園運動センター

住所／〒761-0450 香川県高松市三谷町3125番地4
　　　TEL.087-888-5507　FAX.087-888-2991
利用時間／9：00～17：00（6～8月は19：00まで）　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市南部運動場

Sports Facility 高松市中心部・近郊 高松市中心部・近郊
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高松市中心部・近郊Sports Facility

住所／〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲2654番地1
　　　TEL.087-888-5011　FAX.087-888-5011
利用時間／9：00～22：00　休館日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

■アリーナ
　●広さ：30.9m×23.5m　　●天井高：9.95m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（16台）、バドミントン（4面）
　　　　 ソフトバレーボール（4面）、インディアカ（4面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,540円
　●施設：軟式野球［内野黒土］
　　　　 （両翼91m×104m）（ソフトボール可 1面）

■テニスコート
　●料金：1時間 510円
　●施設：砂入り人工芝（4面）

■体育館
　●広さ：32m×24m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（11台）、バドミントン（3面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：軟式野球
　　　　 （両翼85m×112m）

■テニスコート
　●料金：1時間 510円
　●施設：砂入り人工芝（8面）

■体育館
　●広さ：40m×37.1m　　●天井高：15m
　●料金：13,650円（9：00～17：00まで利用の場合）
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（24台）、バドミントン（8面）
　　　　 テニス（2面）、インディアカ（8面）

■第1グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,540円
　●施設：軟式野球
　　　　 （両翼91m×120m）

■第2グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：サッカー（1面）
　　　　 （ソフトボール可）

■香川県立武道館
　●料金：7,980円（9：00～17：00まで柔・剣道場を利用した場合）
　●施設：1階／弓道（5的）
　　　　 2階／柔道場（2面）、剣道場（2面）、種目：柔道・剣道・なぎなた・合気道・空手道・居合道等
　　　　　　　（広さ：27.5m×27.5m）

■主競技場（メインフィールド）
　●広　　 さ：1周（400m×8レーン）
　●料　　金：27,120円
　　　　　　 （9:00～17:00まで利用した場合、利用条件あり）
　●収容人数：6,000人
　　　　　　  メイン  3,500人（個席）　バック  1,500人（階段席）
　　　　　　  サイド  1,000人（芝生席）
　●そ  の  他：補助競技場　1周（200m×6レーン）
　　　　　　  室内競技場

■体育館
　●広さ：33m×33m　●天井高：13～15m
　●料金：9,310円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（2面）
　　　　 バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（15台）
　　　　 バドミントン（6面）

住所／〒761-8026 香川県高松市鬼無町鬼無10番地2　TEL.087-885-3344　FAX.087-885-3303
利用時間／体育館9：00～22：00、第1グラウンド9：00～17：00（6～8月は19：00）、第2グラウンド9：00～21：00
休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市西部運動センター8

高松市立仏生山公園体育館6

10

9
住所／〒769-0104 香川県高松市国分寺町新名2069番地1
　　　TEL.087-874-4311　FAX.087-874-0465
利用時間／アリーナ9：00～22：00、グラウンド・テニス9：00～21：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園

住所／〒761-0112 香川県高松市屋島中町374番地1
　　　TEL.087-802-7350　FAX.087-802-7330
利用時間／9：00～21：00　　休 館 日／年末年始（12/29～1/3）

屋島レクザムフィールド〔屋島競技場〕

11
住所／〒760-0066 香川県高松市福岡町1丁目5番5号
　　　TEL.087-821-5125　FAX.087-802-3118
利用時間／9：00～21：00　　休 館 日／年末年始（12/29～1/3）

香川県立武道館

7
住所／〒761-8001 香川県高松市亀水町458番地1
　　　TEL.087-881-0182　FAX.087-881-0179
利用時間／テニス・グランド9：00～17：00（6～8月は19：00まで）、体育館9：00～22：00　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市亀水運動センター

◆優先団体の年間利用を調整後、受付が可能です。（一般利用者は原則として前月の1日からご利用日１０日前までの受付となります。）

柔道場柔道場 剣道場剣道場弓道場弓道場

Sports Facility 高松市中心部・近郊
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高松市中心部・近郊Sports Facility

住所／〒761-8078 香川県高松市仏生山町甲2654番地1
　　　TEL.087-888-5011　FAX.087-888-5011
利用時間／9：00～22：00　休館日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

■アリーナ
　●広さ：30.9m×23.5m　　●天井高：9.95m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（16台）、バドミントン（4面）
　　　　 ソフトバレーボール（4面）、インディアカ（4面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,540円
　●施設：軟式野球［内野黒土］
　　　　 （両翼91m×104m）（ソフトボール可 1面）

■テニスコート
　●料金：1時間 510円
　●施設：砂入り人工芝（4面）

■体育館
　●広さ：32m×24m
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（1面）
　　　　 卓球（11台）、バドミントン（3面）

■グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,230円
　●施設：軟式野球
　　　　 （両翼85m×112m）

■テニスコート
　●料金：1時間 510円
　●施設：砂入り人工芝（8面）

■体育館
　●広さ：40m×37.1m　　●天井高：15m
　●料金：13,650円（9：00～17：00まで利用の場合）
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（24台）、バドミントン（8面）
　　　　 テニス（2面）、インディアカ（8面）

■第1グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,540円
　●施設：軟式野球
　　　　 （両翼91m×120m）

■第2グラウンド
　●料金：1時間あたり 1,020円
　●施設：サッカー（1面）
　　　　 （ソフトボール可）

■香川県立武道館
　●料金：7,980円（9：00～17：00まで柔・剣道場を利用した場合）
　●施設：1階／弓道（5的）
　　　　 2階／柔道場（2面）、剣道場（2面）、種目：柔道・剣道・なぎなた・合気道・空手道・居合道等
　　　　　　　（広さ：27.5m×27.5m）

■主競技場（メインフィールド）
　●広　　 さ：1周（400m×8レーン）
　●料　　金：27,120円
　　　　　　 （9:00～17:00まで利用した場合、利用条件あり）
　●収容人数：6,000人
　　　　　　  メイン  3,500人（個席）　バック  1,500人（階段席）
　　　　　　  サイド  1,000人（芝生席）
　●そ  の  他：補助競技場　1周（200m×6レーン）
　　　　　　  室内競技場

■体育館
　●広さ：33m×33m　●天井高：13～15m
　●料金：9,310円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（2面）
　　　　 バスケットボール（2面）
　　　　 卓球（15台）
　　　　 バドミントン（6面）

住所／〒761-8026 香川県高松市鬼無町鬼無10番地2　TEL.087-885-3344　FAX.087-885-3303
利用時間／体育館9：00～22：00、第1グラウンド9：00～17：00（6～8月は19：00）、第2グラウンド9：00～21：00
休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市西部運動センター8

高松市立仏生山公園体育館6

10

9
住所／〒769-0104 香川県高松市国分寺町新名2069番地1
　　　TEL.087-874-4311　FAX.087-874-0465
利用時間／アリーナ9：00～22：00、グラウンド・テニス9：00～21：00　　休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市国分寺橘ノ丘総合運動公園

住所／〒761-0112 香川県高松市屋島中町374番地1
　　　TEL.087-802-7350　FAX.087-802-7330
利用時間／9：00～21：00　　休 館 日／年末年始（12/29～1/3）

屋島レクザムフィールド〔屋島競技場〕

11
住所／〒760-0066 香川県高松市福岡町1丁目5番5号
　　　TEL.087-821-5125　FAX.087-802-3118
利用時間／9：00～21：00　　休 館 日／年末年始（12/29～1/3）

香川県立武道館

7
住所／〒761-8001 香川県高松市亀水町458番地1
　　　TEL.087-881-0182　FAX.087-881-0179
利用時間／テニス・グランド9：00～17：00（6～8月は19：00まで）、体育館9：00～22：00　　休 館 日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

高松市亀水運動センター

◆優先団体の年間利用を調整後、受付が可能です。（一般利用者は原則として前月の1日からご利用日１０日前までの受付となります。）

柔道場柔道場 剣道場剣道場弓道場弓道場

Sports Facility 高松市中心部・近郊
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Sports Facility

住所／〒761-8002 香川県高松市生島町614番地
　　　TEL.087-881-0354　FAX.087-881-2460
利用時間／9～4月 9：00～17：00、5～8月 9：00～19：00　休館日／年末年始（12/29～1/3）

■屋外50mプール
　●施設：9コース、水深1.8m～2.0m（50m×25m）
　　 （7/1～8/15）  10:00～19:00
　　 （8/16～8/31）10:00～18:00
　　 （9/1～9/15）  10:00～17:00

■屋内25mプール
　●施設：8コース、水深1.4m～1.6m（25m×19m）

■飛込みプール 飛込み（7/1～9/15）水泳連盟専用使用
　●施設：飛込み台（5m、7.5m、10m）、水深3.4m～5.0m（20m×22m）

■野球場
　●料金：3,000円
　●施設：軟式野球（両翼92m×120m）
■サッカー
　●料金：4,000円
　●施設：東グランド（1面）、西グランド（1面）
■テニスコート
　●料金：1,400円
　●施設：砂入り人工芝（4面）
■体育館
　●料金：1時間あたり 2,000円（半面は半額）
　●施設：バレーボール（2面）、ソフトバレーボール（6面）、バスケットボール（1面）
　　　　 バドミントン（6面）、インディアカ（6面）、卓球（12台）
■武道場
　●料金：1,000円
　●施設：剣道・空手（430㎡）

住所／〒761-8042 香川県高松市御厩町1585番地1
　　　TEL.087-885-3821　FAX.087-885-3642
利用時間／屋内 （7/1～8/31）10：00～22：00
　　　　　　　 （上記期間以外）平日・土 10：00～22：00
　　　　　　　 　　　　　　　日・祝 10：00～17：00
休 館 日／7/1～8/31を除く毎週火曜日（祝日の場合は翌営業日）、年末年始（12/29～1/3）

香川県立総合水泳プール13
住所／〒761-0613 香川県木田郡三木町大字上高岡2544番地3
　　　TEL.087-899-1155
利用時間／9：00～22：00
休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

三木町総合運動公園14

香川県総合運動公園12

■香川県営サッカー・ラグビー場
　●料金：メイングラウンド 1時間あたり 2,010円
　　　 　第2グラウンド 1時間あたり 1,600円
　●施設：メイングラウンド［天然芝］／サッカー（105m×68m）、ラグビー（144m×69m）
　　　　 第2グラウンド［天然芝］／サッカー（105m×68m）、ラグビー（120m×69m）

■香川県営相撲場
　●料金：1時間あたり 580円
　●施設：本 土 俵［屋外］（1面）
　　　　 練習土俵［屋内］（2面）

■香川県営野球場
　●料金：メイングラウンド 1時間あたり 2,930円
　　　　第2グラウンド 1時間あたり 2,330円
　●施設：メイングラウンド／硬式野球［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 　　　　　　 　（両翼96m×122m）（ナイター可）
　　　　 第2グラウンド／硬式野球［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 　　　　　　 　（両翼92m×120m）

■香川県営テニス場
　●料金：1時間あたり 520円
　●施設：テニスコート／砂入り人工芝（20面）
　　　　 練習コート／砂入り人工芝（1面）

※町内在住者及び勤務者については半額

※最優先団体の年間利用を調整後、利用月の３ヶ月前から受付が可能です。　（一般利用者は原則として１ヶ月前の受付となります）

メイングラウンドメイングラウンド 第2グラウンド第2グラウンド

※利用時間、休館日については、施設によって異なる場合が
　あります。詳しくは、お問い合わせください。

住所／〒761-0104 香川県高松市高松町1347番地1
　　　TEL.087-843-9446　FAX.087-843-1057
利用時間／9：00～21：00　休館日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（１２/２９～１/３）

■軟式野球場
　●料金：1時間あたり １，５40円
　●施設：軟式野球［内野黒土・外野花こう土］
　　　　（両翼９５ｍ、センター１２０ｍ）

■ソフトボール場
　●料金：１面 1時間あたり６1０円
　●施設：ソフトボール（2面）
　　　　 （両翼６８ｍ）

■フットサル場
　●料金：１面 1時間あたり1,020円
　●施設：フットサル（人工芝・２面）
　　　　 （３８m×２０m）
　　　　 最大ピッチサイズ４６.８m×６３.９m

■硬式野球場
　●料金：1時間あたり 2,000円
　●施設：［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 （両翼91m×121m）

■テニス場
　●料金：1時間あたり 5００円
　●施設：オムニコート（4面）、ハードコート（2面）

■第1サッカー場
　●料金：全面利用 1時間あたり２，１60円
　　　　 １/３面利用 1時間あたり７20円
　●施設：ロングパイル人工芝
　　　　 サッカー（１０５ｍ×６８ｍ） ライン：白色
　　　　ラグビー（１３０ｍ×６８ｍ） ライン：黄色

■第2サッカー場
　●料金：全面利用 1時間あたり２，05０円
　　　　 １/2面利用 1時間あたり1,030円
　●施設：天然芝（105ｍ×68ｍ）

高松市立東部運動公園15

住所／〒769-2102 香川県さぬき市鴨庄4305番地1
　　　TEL.087-894-0928　FAX.087-894-0928
利用時間／８：３０～２２：００　休館日／年末年始（１２/２９～１/３）、野球場は水曜日

志度総合運動公園16

高松市中心部・近郊 高松市中心部・近郊Sports Facility
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Sports Facility

住所／〒761-8002 香川県高松市生島町614番地
　　　TEL.087-881-0354　FAX.087-881-2460
利用時間／9～4月 9：00～17：00、5～8月 9：00～19：00　休館日／年末年始（12/29～1/3）

■屋外50mプール
　●施設：9コース、水深1.8m～2.0m（50m×25m）
　　 （7/1～8/15）  10:00～19:00
　　 （8/16～8/31）10:00～18:00
　　 （9/1～9/15）  10:00～17:00

■屋内25mプール
　●施設：8コース、水深1.4m～1.6m（25m×19m）

■飛込みプール 飛込み（7/1～9/15）水泳連盟専用使用
　●施設：飛込み台（5m、7.5m、10m）、水深3.4m～5.0m（20m×22m）

■野球場
　●料金：3,000円
　●施設：軟式野球（両翼92m×120m）
■サッカー
　●料金：4,000円
　●施設：東グランド（1面）、西グランド（1面）
■テニスコート
　●料金：1,400円
　●施設：砂入り人工芝（4面）
■体育館
　●料金：1時間あたり 2,000円（半面は半額）
　●施設：バレーボール（2面）、ソフトバレーボール（6面）、バスケットボール（1面）
　　　　 バドミントン（6面）、インディアカ（6面）、卓球（12台）
■武道場
　●料金：1,000円
　●施設：剣道・空手（430㎡）

住所／〒761-8042 香川県高松市御厩町1585番地1
　　　TEL.087-885-3821　FAX.087-885-3642
利用時間／屋内 （7/1～8/31）10：00～22：00
　　　　　　　 （上記期間以外）平日・土 10：00～22：00
　　　　　　　 　　　　　　　日・祝 10：00～17：00
休 館 日／7/1～8/31を除く毎週火曜日（祝日の場合は翌営業日）、年末年始（12/29～1/3）

香川県立総合水泳プール13
住所／〒761-0613 香川県木田郡三木町大字上高岡2544番地3
　　　TEL.087-899-1155
利用時間／9：00～22：00
休 館 日／毎週月曜日（休日の場合は除く）、年末年始（12/29～1/3）

三木町総合運動公園14

香川県総合運動公園12

■香川県営サッカー・ラグビー場
　●料金：メイングラウンド 1時間あたり 2,010円
　　　 　第2グラウンド 1時間あたり 1,600円
　●施設：メイングラウンド［天然芝］／サッカー（105m×68m）、ラグビー（144m×69m）
　　　　 第2グラウンド［天然芝］／サッカー（105m×68m）、ラグビー（120m×69m）

■香川県営相撲場
　●料金：1時間あたり 580円
　●施設：本 土 俵［屋外］（1面）
　　　　 練習土俵［屋内］（2面）

■香川県営野球場
　●料金：メイングラウンド 1時間あたり 2,930円
　　　　第2グラウンド 1時間あたり 2,330円
　●施設：メイングラウンド／硬式野球［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 　　　　　　 　（両翼96m×122m）（ナイター可）
　　　　 第2グラウンド／硬式野球［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 　　　　　　 　（両翼92m×120m）

■香川県営テニス場
　●料金：1時間あたり 520円
　●施設：テニスコート／砂入り人工芝（20面）
　　　　 練習コート／砂入り人工芝（1面）

※町内在住者及び勤務者については半額

※最優先団体の年間利用を調整後、利用月の３ヶ月前から受付が可能です。　（一般利用者は原則として１ヶ月前の受付となります）

メイングラウンドメイングラウンド 第2グラウンド第2グラウンド

※利用時間、休館日については、施設によって異なる場合が
　あります。詳しくは、お問い合わせください。

住所／〒761-0104 香川県高松市高松町1347番地1
　　　TEL.087-843-9446　FAX.087-843-1057
利用時間／9：00～21：00　休館日／毎週火曜日（休日の場合は除く）、年末年始（１２/２９～１/３）

■軟式野球場
　●料金：1時間あたり １，５40円
　●施設：軟式野球［内野黒土・外野花こう土］
　　　　（両翼９５ｍ、センター１２０ｍ）

■ソフトボール場
　●料金：１面 1時間あたり６1０円
　●施設：ソフトボール（2面）
　　　　 （両翼６８ｍ）

■フットサル場
　●料金：１面 1時間あたり1,020円
　●施設：フットサル（人工芝・２面）
　　　　 （３８m×２０m）
　　　　 最大ピッチサイズ４６.８m×６３.９m

■硬式野球場
　●料金：1時間あたり 2,000円
　●施設：［内野黒土・外野天然芝］
　　　　 （両翼91m×121m）

■テニス場
　●料金：1時間あたり 5００円
　●施設：オムニコート（4面）、ハードコート（2面）

■第1サッカー場
　●料金：全面利用 1時間あたり２，１60円
　　　　 １/３面利用 1時間あたり７20円
　●施設：ロングパイル人工芝
　　　　 サッカー（１０５ｍ×６８ｍ） ライン：白色
　　　　ラグビー（１３０ｍ×６８ｍ） ライン：黄色

■第2サッカー場
　●料金：全面利用 1時間あたり２，05０円
　　　　 １/2面利用 1時間あたり1,030円
　●施設：天然芝（105ｍ×68ｍ）

高松市立東部運動公園15

住所／〒769-2102 香川県さぬき市鴨庄4305番地1
　　　TEL.087-894-0928　FAX.087-894-0928
利用時間／８：３０～２２：００　休館日／年末年始（１２/２９～１/３）、野球場は水曜日

志度総合運動公園16

高松市中心部・近郊 高松市中心部・近郊Sports Facility
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香川県東部 香川県東部Sports Facility

■軟式野球場
　●料金：1時間あたり 2，0００円
　●施設：内野黒土・外野天然芝
　　　　 （両翼92m×120m）

■テニス場
　●料金：平日 1時間あたり5００円
　　　　 土・日・祝 1時間あたり1,000円
　●施設：オムニコート（7面）

■多目的広場
　●料金：1時間あたり 2,000円
　●施設：天然芝・簡易照明20灯
　　　　［天然芝面積］8,000㎡
　　　　［広場面積］12,500㎡

■メインアリーナ（とらまるてぶくろ体育館）
　●広さ：46.2m×35m 　●天井高：10.1～23.5m
　●料金：10，0００円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：バレーボール（3面）、バスケットボール（1面）
　　　　 硬式・軟式テニス（3面）、ハンドボール（1面）、フットサル（1面）
　　　　 卓球（19面）、柔道・剣道（2面）、フェンシング（12面）

■サブアリーナ（とらまるてぶくろ体育館）
　●広さ：20.2m×16.0m 　●天井高：7.0m
　●料金：2，0００円（9：00～17：00まで利用した場合）
　●施設：ソフトバレーボール（2面）、バドミントン（2面）
　　　　 柔道・剣道（1面）、卓球（8面）

■テニスコート
　●料金：1コート 1時間あたり5００円
　●施設：オムニコート（6面）

■多目的広場（とらまる公園）
　●料金：1時間あたり 4,0００円
　●施設：ソフトボール（2面）、サッカー（1面）

住所／〒769-2301 香川県さぬき市長尾東2450番地
　　　TEL.0879-52-4166　FAX.0879-52-4158
利用時間／８：３０～２２：００　休館日／年末年始（１２/２９～１/３）、野球場は月曜日、テニス場は年中無休

長尾総合公園18

住所／〒769-2604 香川県東かがわ市西村1155番地
　　　TEL.0879-24-1810　FAX.0879-24-1816
利用時間／８：３０～２２：００　休館日／毎月第2・最終水曜日、年末年始（12/29～1/3）、その他、設備点検等の時には臨時休業あり

大内スポーツセンター17
Sports Facility

住所／〒769-2901 香川県東かがわ市引田991
　　　TEL.0879-33-7163　FAX.0879-24-9966
利用時間／8：30～22：00　休館日／年末年始（12/29～1/3）、その他、設備点検等の時には臨時休業あり

■野球場
　●料金：1時間あたり 2，０００円
　●施設：内野黒土（両翼91m×120m）

■テニス場
　●料金：1コート 1時間あたり1，０００円
　●施設：オムニコート（4面）

■引田武道館
　●料金：1時間あたり 2，０００円
　●施設：剣道・柔道・空手（1面）

■軟式野球場
　●料金：1時間あたり 2，0００円
　●施設：内野黒土・外野天然芝（両翼92m×120m）

■テニス場
　●料金：1時間あたり 5００円
　●施設：オムニコート（4面）

■飛翔体育館
　●広さ：34.8m×29.7m 　●天井高：13.1m
　●料金：1時間あたり 2，０００円
　●施設：バレーボール（2面）、バスケットボール（2面）、バドミントン（8面）

■引田体育館
　●広さ：34.8m×23.6m　●天井高：7.9m
　●料金：1時間あたり 2，０００円
　●施設：バレーボール（1面）、バスケットボール（1面）

住所／〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2020番地
　　　TEL.0879-42-4619　FAX.0879-42-4619
利用時間／８：３０～２２：００　休館日／年末年始（１２/２９～１/３）、野球場は木曜日

津田総合公園20

引田スポーツセンター19
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香川県東部 香川県東部Sports Facility
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　●料金：1時間あたり 4,0００円
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公益財団法人

Takamatsu Convention & Visitors Bureau

再生紙を使用しています。

2019.3

〒760-0019 高松市サンポート1番1号 高松港旅客ターミナルビル7F
TEL（087）822-7060　FAX（087）822-7062
URL http://www.takamatsu.or.jp/
E-mail convention@takamatsu.or.jp

お問い合わせ先

（公財）高松観光コンベンション・ビューローでは、
高松でのコンベンション開催に様 な々支援活動を行っています。
詳しい支援内容については下記までお問い合わせください。

高松観光コンベンション・ビューロー

T A K A M A T S U
O F  C O N V E N T I O N  C I T Y

S H I K O K U


