
市内の主なスポーツ施設

種目 施設名称 所在地 電話番号（０１３８） 管理者
体育館 函館アリーナ 湯川町１－３２－２  ５７－３１４１ 文化・スポーツ振興財団（指定管理者） 

函館勤労者総合福祉センター

（サン・リフレ函館）＜外部リンク＞
青年センター＜外部リンク＞ 千代台町２７－５  ５１－３３９０  青年サークル協議会グループ（指定管理者） 

恵山総合体育館  川上町５０６  ８４－２０３１  市教育委員会 

南茅部スポーツセンター  臼尻町６０４－１  ３１－５５９５ 
南茅部地域社会教育施設等管理共同企業体
（指定管理者） 

陸上競技場 千代台公園陸上競技場  千代台町２２－２４  ５５－１９００  文化・スポーツ振興財団（指定管理者）
野球場 千代台公園野球場（オーシャンスタジアム） 千代台町２２－２６ ５３－３２１０ 文化・スポーツ振興財団（指定管理者）

根崎公園野球場  高松町２９  ２１－３４７５  市教育委員会 

新川公園野球場  上新川町１８  ２１－３４７５  市教育委員会 

見晴公園野球場＜外部リンク＞  見晴町５６ ４０－３６０５  住宅都市施設公社（指定管理者） 

大森公園野球場＜外部リンク＞  大森町３３  ４０－３６０５  住宅都市施設公社（指定管理者） 

西桔梗西緑地野球場＜外部リンク＞ 
西桔梗町５８９－６５
 

４０－３６０５  住宅都市施設公社（指定管理者） 

西桔梗公園野球場＜外部リンク＞ 西桔梗町５８７－２ ４０－３６０５ 住宅都市施設公社（指定管理者）

西桔梗野球場（ナイター設備あり） 
西桔梗町２５２－２７
 

４９－３３８４  函館軟式野球連盟（指定管理者） 

南茅部運動広場野球場  川汲町１６５７  ３１－５５９５ 
南茅部地域社会教育施設等管理共同企業体
（指定管理者）  

庭球場  千代台公園庭球場 千代台町２７－２  ３１－６９９３  文化・スポーツ振興財団（指定管理者） 

青柳市民庭球場  青柳町９  ２１－３４７５  市教育委員会 

函館フットボールパーク  日吉町５０－５ほか ５４－１９６０  函館地区サッカー協会（指定管理者） 

ＮＨＫ広場庭球場  富岡町３－２１  ２１－３４７５  市教育委員会 

昭和公園庭球場＜外部リンク＞  昭和町２０－６  ４０－３６０５  住宅都市施設公社（指定管理者） 

旭岡公園庭球場＜外部リンク＞ 西旭岡２－３８ ４０－３６０５ 住宅都市施設公社（指定管理者）
空港緑地志海苔ふれあい広場庭球場（ひがし） 志海苔町２９４－１ ５８－２９８４

田中潦風園・道南園芸コンソーシアム（指定管
理者）

戸井運動広場テニスコート  小安町５２５－１  ８２－３５３７  市教育委員会 

南茅部市民庭球場  臼尻町３２７－３  ３１－５５９５ 
南茅部地域社会教育施設等管理共同企業体
（指定管理者） 

ピアインドアテニススクール＜外部リンク＞  富岡町３－２３－４  ４２－０６７７  民　間 
ポニーインドアテニスクラブ  金堀町５－３５  ５６－６８０８  民　間 

テニススクールファイン ＜外部リンク＞ 本通３－２－１２  ５３－８８５５  民　間 
フジテニスクラブ  見晴町６７－１１  ５９－０１５１  民　間 
ＮＰＯ函館テニス倶楽部  陣川町４５－２  ５５－７７５７  民　間 

アクティブテニスアカデミー＜外部リンク＞  大手町５－８  ２６－６１１１  民　間 
サッカー場  函館フットボールパーク  日吉町５０－５ほか ５４－１９６０  函館地区サッカー協会（指定管理者） 
ラグビー場  根崎公園ラグビー場  湯川町３－６  ２１－３４７５  市教育委員会 

函館フットボールパーク   日吉町５０－５ほか ５４－１９６０ 函館地区サッカー協会（指定管理者）
プール  市民プール  千代台町２２－２５  ５２－７４５２  文化・スポーツ振興財団（指定管理者） 

恵山プール  川上町５０６  ８４－２０３１  市教育委員会 

南茅部プール  尾札部町１６０８  ３１－５５９５ 
南茅部地域社会教育施設等管理共同企業体
（指定管理者）  

弓道場  千代台公園弓道場  千代台町２７－８  ５３－４３２２  弓道連盟（指定管理者） 
アーチェリー場  根崎公園アーチェリー場  湯川町３－６  ２１－３４７５  市教育委員会 

函館空港緑地志海苔ふれあい広場パークゴルフ場

＜外部リンク＞ 

すずらん丘公園パークゴルフ場＜外部リンク＞ 滝沢町９３  ３１－６１１７  桔梗造園（指定管理者） 

白石公園パークゴルフ場＜外部リンク＞  白石町２０８ ５８－４８８０  マルゼンシステムズ（指定管理者） 

恵山シーサイドパークゴルフ場＜外部リンク＞  高岱町５９－１  ８５－２７８９  桔梗造園（指定管理者） 

オオミファミリーパークゴルフ場  赤川１３５  ４７－８８８１  民　間 

陣川温泉パークゴルフ場（２コース） ＜外部リンク＞ 陣川町１２２－７  ５４－５５０５  民　間 

桔梗高台パークゴルフ場＜外部リンク＞ 桔梗町４６１－４  ４６－５５７１  民　間 

函館ＫＧパークゴルフ場＜外部リンク＞  東山町２０５－１  ５４－４１１０  民　間 
運動広場  根崎公園少年運動広場  高松町５８－１ ２１－３４７５  市教育委員会 

見晴公園広場＜外部リンク＞ 見晴町８ ４０－３６０５ 住宅都市施設公社

空港緑地高松ふれあい広場＜外部リンク＞ 高松町１０５－４ ４０－３６０５ 住宅都市施設公社

昭和公園多目的広場＜外部リンク＞ 昭和町２０－２ ４０－３６０５ 住宅都市施設公社

南茅部運動広場多目的グラウンド 川汲１６５７ ３１－５５９５
南茅部地域社会教育施設等管理共同企業体
（指定管理者）

古部グラウンド 古部町２５２－３ ２５－３７８９ 市教育委員会
戸井運動広場 小安町５２５－１ ８２－３５３７ 市教育委員会

海水浴場 入舟町前浜海水浴場  入舟町２２  ２１－３４７５  市教育委員会 
スケート場  市民スケート場  金堀町１０－８  ５４－５２３３  文化・スポーツ振興財団 
オートキャンプ場
 

白石公園オートキャンプ場＜外部リンク＞  白石町２０８  ５８－４８８０  マルゼンシステムズ（指定管理者） 
スポーツクラブ等
 

テーオースポーツクラブ＜外部リンク＞  海岸町１０－１７  ４１－４１００  民　間 

函館短期大学フィットネスセンター＜外部リンク＞ 高丘町５２－１  ５７－１８２０  函館短期大学 

スポーツクラブルネサンス函館＜外部リンク＞ 鍛治２－６－１５  ３０－１３１１  民　間 

ホリデイスポーツクラブ函館＜外部リンク＞ 柏木１－３６  ３５－３５５５  民　間 

カーブス五稜郭＜外部リンク＞ 本町１７－２  ３１－２３００  民　間 

カーブス函館本通＜外部リンク＞ 本通２－３９－２１  ３０－１２１２  民　間 

カーブス函館美原＜外部リンク＞ 美原１－７－１  ６２－６１１１  民　間 

フィットネススタジオＪＯＹ＜外部リンク＞ 五稜郭町２２－１６ ５３－０５１３ 民　間

大森町２－１４  ２３－２５５６ 
社団法人函館市シルバー人材センター（指定
管理者） 

パークゴルフ場  志海苔町２９４－１  ５８－２９８４ 
田中潦風園・道南園芸コンソーシアム（指定管
理者） 
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