
武雄市体育施設一覧

施設名称 郵便番号 住　　所 URL 備考/メモ

1 白岩体育館 843-0022 武雄市武雄町大字武雄4814 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu02.html

大競技室(1,409㎡)

　　・バレーボール2面

　　・バドミントン8面

　　・卓球16台

　小競技室(424㎡)

　　・バレーボール1面

　　・バドミントン3面

　　・卓球6台

　観覧席(2階)200席

2 白岩球場 843-0022 武雄市武雄町大字武雄4866 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu03.html

　球場面積(12,900㎡)

　両翼91ｍ、中堅120ｍ

　スタンド面積(6,000㎡)

3 白岩競技場 843-0021 武雄市武雄町大字永島15057-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu01.html

　400ｍトラック

　サッカー・ラグビー場(芝面積7,700㎡)

　ソフトボール場(2面)

　夜間照明(12灯×8基)

　メインスタンド(1,962名収容)

　用具倉庫(3)

　更衣室(男女各1)

　放送室

4 白岩運動広場 843-0021 武雄市武雄町大字永島15057-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu04.html

　ソフトボール2面(両翼69ｍ)

　グラウンドゴルフ等

　夜間照明6灯×8基

　ベンチ、得点板、野外ネットほか

5 白岩相撲場 843-0021 武雄市武雄町大字永島15057-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu05.html
　相撲場面積(1,200㎡)土俵1面

　便益施設(170㎡)

6 天神崎公園テニスコート 843-0023 武雄市武雄町大字昭和221 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu06.html
　砂入り人工芝コート5面

　夜間照明（18基）

7 白岩弓道場 843-0022 武雄市武雄町大字武雄4814 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu07.html

　近的　(28ｍ)　5人立

　遠的　(60ｍ)　5人立

　中庭面積(770.0㎡)

8 白岩軽運動場 843-0022 武雄市武雄町大字武雄4768 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu08.html
　グラウンドゴルフ、ペタンク等

　簡易夜間照明(2灯×2基)

9 白岩ゲートボール場 843-0022 武雄市武雄町大字武雄4847-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu09.html
　15ｍ×20ｍコート6面

　休憩室2棟

10 山内中央公園グラウンド 849-2304 武雄市山内町大字大野7624-8 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu10.html

　300ｍトラック

　野球(1面)

　ソフトボール(4面)

　聖火台、倉庫、便所、夜間照明(11基)

11 山内中央公園テニスコート 849-2304 武雄市山内町大字大野7627-14 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu11.html
　人工芝コート 4面、半面

　夜間照明設備、管理棟

12 山内中央公園軟式テニスコート 849-2303
武雄市山内町大字三間坂甲

14209-3
　クレーコート（2面)

13 山内中央公園プール 849-2304 武雄市山内町大字大野7624-7 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu12.html

　50ｍプール　8コース

　幼児用プール

　管理棟(シャワー、更衣室他)

14 山内中央公園武道館 849-2303
武雄市山内町大字三間坂甲

14144-8
https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu13.html

　剣道・柔道

　バレーボール(1面)

　バドミントン、卓球

　更衣室、倉庫

15 山内中央公園弓道場 849-2304 武雄市山内町大字大野7624-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu14.html

　射場93.5㎡、的場40.5㎡

　近的射場5人立ち

　談話室、弓具庫、矢取道、観的、中庭

16 山内中央公園スポーツセンター 849-2304 武雄市山内町大字大野7624-6 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu15.html

　バレーボール(2面)

　バスケットボール(2面)

　バドミントン(6面)

　トレーニング室

　更衣室、倉庫、ミーティング室

17 山内多目的スポーツ広場 849-2305 武雄市山内町大字宮野25610 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu16.html

　多目的広場

　管理棟

　ゲートボール(8面)

18 北方グラウンド 849-2201 武雄市北方町大字志久1610-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu17.html
　ソフトボール(1面)

　グラウンドゴルフ(2面)

19 北方運動公園テニスコート 849-2201 武雄市北方町大字志久2227-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu18.html 　クレーコート2面

20 北方運動公園プール 849-2204 武雄市北方町大字大﨑2244-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu19.html
　25ｍプール　8コース

　幼児用プール・スライダー

21 北方運動公園運動場 849-2204 武雄市北方町大字大﨑2229-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu21.html

　ソフトボール(2面)

　サッカー(1面)

　グラウンドゴルフ(3面)

22 北方運動公園相撲場 849-2204 武雄市北方町大字大﨑2201-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu20.html 　1面(屋根付)

23 北方東運動場 849-2202 武雄市北方町大字大渡3656-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu22.html
　ソフトボール(1面)

　グラウンドゴルフ(2面)

24 北方東体育館 849-2202 武雄市北方町大字大渡3656-1 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu23.html

　バスケットボール(1面)

　バレーボール(1面)

　バドミントン(3面)

25 サンスポーツランド北方 849-2204 武雄市北方町大字大﨑2248-3 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu25.html

　野球(1面)

　ソフトボール(2面)

　夜間照明(6基)

　両翼90ｍ、中堅115ｍ

26 北方スポーツセンター 849-2204 武雄市北方町大字大﨑2229-2 https://www.city.takeo.lg.jp/sports/shisetsu26.html

　バレーボール(2面)

　バドミントン(6面)

　バスケットボール(2面)

　卓球(3台)

　研修室



武雄市体育施設使用料

１　白岩体育館使用料

午前９時～午後１時 午後１時～５時 午後５時～８時 午後８時～１０時

100 100 100 100

競技室の区別 午前９時～正午 正午～午後５時 午後５時～１０時 午前９時～午後５時 正午～午後１０時 午前９時～午後１０時

大競技室 4,400 8,800 12,100 13,200 20,900 24,200

小競技室 2,630 2,730 3,830 4,400 6,600 7,700

その他の場合

時間 午前５時（午前６時～９時 午前９時～午後１時 午後１時～５時 午前９時～午後５時 午後５時～８時（６時） ２時間当たり

810 1,630 1,630 3,300 810 310

時間 午前５時（午前６時～９時 午前９時～午後１時 午後１時～５時 午前９時～午後５時 午後５時～７時３０分 午後７時３０分～１０時

810 1,630 1,630 3,300 810 810 無料

競技場半面

全照明を利用する場合
サッカー、ラグビー競
技等に使用する場合

陸上競技に使用する場
合

ソフトボール競技等に
使用する場合

１時間当たり １時間当たり １時間当たり １時間当たり

5,970 2,980 2,240 3,410

午前５時（午前６時～９時 午前９時～午後１時 午後１時～５時 午前９時～午後５時 午後５時～１０時

320 660 660 1,310 660 無料

650 1,310 1,310 2,610 1,310 無料

半面（１時間当たり） 全面（１時間当たり）

1,490 2,980

午前５時（午前６時～９時 午前９時～午後１時 午後１時～５時 午前９時～午後５時 午後５時～７時３０分 午後７時３０分～１０時

530 1,100 1,100 2,200 530 530

午前９時～午後１時 午後１時～５時 午後５時～１０時

100 100 100

午前９時～午後１時 午後１時～５時 午前９時～５時 午後５時～７時３０分 午後７時３０分～１０時

1,630 1,630 3,300 810 810

１１　白岩軽運動場の夜間照明使用料

１回当たり

210

使用時間

区分

金額

金額

（２）占用使用料

使用時間

１０　白岩弓道場使用料

（１）個人使用料

使用時間

金額

９　天神崎公園テニスコートの夜間照明使用料

区分 １面（１時間当たり）

市民 300

上記以外のもの 600

８　天神崎公園テニスコート使用料

区分 １面（１時間当たり）

市民 200

上記以外のもの 400

金額

使用時間

６　白岩運動広場の夜間照明使用料

区分

金額

７　白岩相撲場の占用使用料

全面

半面

占用使用
その他の場合

使用時間

金額

５　白岩運動広場使用料

４　白岩競技場の夜間照明使用料

区分
競技場全面

入場料を徴収しない場合

その他の場合

（２）付属設備

本部施設一式
（1回につき）

1,630

３　白岩競技場使用料

占用使用

入場料を徴収しない場合

２　白岩球場使用料

（１）球場 占用使用

営利を
目的としない場合

入場料を
徴収しない場合

金額

（２）占用使用料

（１）個人使用料



使用料

220

540

540

1,100

540

3,300

100

大人（１人） 団体（１０人以上） スポーツ以外使用料

60 320 1,640

100 540 2,740

160 880 4,400

100 540 2,740

280 1,420 7,140

大人（１人） 団体（１０人以上）

60 320

100 540

160 880

100 540

280 1,420

大人（１人） 団体（１０人以上） スポーツ以外使用料

60 32 1,640

100 540 2,740

160 880 4,400

100 540 2,740

280 1,420 7,140

単位 ゲートボール使用 ゲートボール使用以外

１時間当たり（1面） 50 100

１時間当たり 100

大人（１人） 団体（５０人以上）

100 11,000

大人（１人） 団体（１０人以上）

60 660

70 760

120 1,320

130 1,370

240 2,380

午前９時～正午 正午～午後５時 午前９時～午後５時 午後５時～１０時 午前９時～午後１０時

2,740 3,840 7,700 9,620 16,680

多目的運動場
（野球、ソフト１面）

540

540

1,100

270

270

3190

2120

1100

午前８時３０分～１２時３０分 午後１時～５時 午前８時３０分～午後５時 午後５時～９時 午前８時３０分～午後９時

2,740 3,840 7,700 7,700 15,400

照明使用料（２基） １時間当たり

放送施設使用料 1,100

2,120

団体

放送施設使用料

（２）スポーツ外使用

使用区分

午後７時～９時

照明施設使用料
野球１面　１時間当たり

ソフト１面　１時間当たり

午前８時３０分～午後５時

午後５時～７時

１７　サンスポーツランド北方使用料

（１）スポーツ使用

区分

多目的運動広場施設使用料

午前８時３０分～１２時３０分

午後１時～５時

団体

（２）占用使用料
◎スポーツ外使用料

使用区分

午後５時～１０時

午前９時～午後１０時

正午～午後５時

午前９時～午後５時

（１）個人使用料

使用区分

午前９時～正午

１５　北方運動公園プール使用料

区分

金額（１回当たり）

１６　北方東体育館・北方スポーツセンター使用料

１４　北方運動公園テニスコート使用料

区分 １面（１時間当たり）

市民 100

上記以外の者 200

区分

球技場

会議室

午前９時～１０時

１３　山内多目的スポーツ広場使用料

正午～午後５時

午前９時～午後５時

施設名 使用区分

スポーツセンター

午前９時～正午

午後５時～１０時

午前９時～１０時

（７）スポーツセンター使用料

午前９時～午後５時

午後５時～１０時

（６）弓道場使用料

施設名 使用区分

弓道場

午前９時～正午

正午～午後５時

午後５時～１０時

午前９時～１０時

午前９時～午後５時

（５）武道館使用料

施設名 使用区分

武道館

午前９時～正午

正午～午後５時

１面（１時間当たり）

市民 300

上記以外の者 600

（３）グラウンドの夜間照明使用料

１面（１時間当たり）

金額 1,720

（４）テニスコートの夜間照明使用料

テニスコート
市民 200

上記以外の者 400

軟式テニスコート
市民 100

上記以外の者 200

プール
占用１回

個人１回

（２）テニスコート使用料

施設名 使用区分 １面（１時間当たり）

グラウンド

午前５時（午前６時）～８時３０分

午前８時３０分～午後１時

午後１時～５時

午前８時３０分～午後５時

午後５時～１０時

１２　山内中央公園

（１）グラウンド及びプール使用料

施設名 使用区分


