令和4年１月１日現在
市町名

施設名

リバーフィールド古河
（サッカー場、野球場、ソフトボール場、マレットゴルフ場）
古河市古河サッカー場
古河市古河テニス場
古河市古河ふれあいテニス場
古河市古河市民球場
古河市イーエス中央運動公園
（総合体育館、陸上競技場、テニスコート、サッカー広場、自由広場）
古河市イーエス中央運動公園
（温水プール）
丸勝建設古河市北利根北公園
（テニスコート、野球場）
古河市丘里公園
（野球場兼ソフトボール場）
古河市北利根南公園
（ソフトボール場）
古河市上大野グランド
（ソフトボール場、少年野球場）
古河市三和野球場
古河市諸川コミュニティパーク
（野球場）
古河市東山田公園
（野球場）
古河市尾崎ファミリースポーツ公園
古河市三和農村環境改善センター
（テニスコート、グランドゴルフ場、集会施設）
古河市三和健康ふれあいスポーツセンター
（体育館、温水プール）
エイブルスポーツ交流センター
（温水プール、宿泊棟）
ヤクルトわんぱくステーション
ネーブル子育て広場「ヤンチャ森」
古河市三和設計ネーブルパーク
（公園、キャビン）
古河市三和設計ネーブルパーク
（平成館）
スペースＵ古河
古河リバーサイド倶楽部
古河市古河福祉の森会館
古河市
古河市生涯学習センター総和「とねミドリ館」
古河市総和福祉センター「健康の駅」
古河市三和地域福祉センター
ユーセンターKI防水
ヤクルトはなももプラザ
古河市駅西地域交流センター「いちょうプラザ」
古河市三和地域交流センター「コスモスプラザ」
古河市中央公民館
古河市さくら公民館
古河市つつみ公民館
古河市ふれあい公民館
古河市中田公民館
古河市古河東公民館
古河総合公園（古河公方公園）
古河市三和ふるさとの森
古河歴史博物館
篆刻美術館
古河街角美術館
古河文学館
鷹見泉石記念館
奥原晴湖画室「繍水草堂」
永井路子旧宅
古河市三和図書館資料館「燦ＳＵＮ館」
（資料館、図書館）
古河市古河図書館
古河ゴルフリンクス

住所
渡良瀬川河川敷
駒ケ崎44-1
鴻巣1495
鴻巣1498
駒ケ崎19
下大野2528
下大野2528
北利根11
丘里9
北利根6
上大野1532-1
東山田1808-1
諸川1844-4
東山田1814-1
尾崎4037-4
東山田1808-12
仁連2042-1
立崎510-1
本町4-1-1
駒羽根620
駒羽根620
駒羽根620
長谷町38-18
西町10-1
新久田271-1
前林1953-1
駒羽根1501
仁連2228-7
上辺見2369
横山町1-2-20
幸町3-43
仁連2065
下大野2248
久能973-1
小堤1766
駒羽根1419-4
中田新田135-1
東3-7-19
鴻巣399-1
東諸川711-1
中央町3-10-56
中央町2-4-18
中央町2-6-60
中央町3-10-21
中央町3-11-2
中央町3-11-2
中央町2-6-52
仁連2042-1
東3-7-19
西町10-1

問合せ先
0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター）
0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター）
0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター））
0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター）
0280-22-3500（窓口：古河スポーツ交流センター）
0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）
0280-92-9000
0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）
0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）
0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）
0280-92-5555（窓口：中央運動公園総合体育館）
0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）
0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）
0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）
0280-76-7000（窓口・三和健康ふれあいスポーツセンター）
0280-78-1815
0280-76-7000
0280-22-3500
0280-23-4120
0280-92-9033
0280-92-7300
0280-91-2080
0280-22-5520
0280-22-5500
0280-48-6882
0280-92-4000
0280-92-5771
0280-77-1900
0280-31-3211
0280-21-1255
0280-31-3111
0280-76-1517
0280-92-4501
0280-92-3422
0280-98-5530
0280-92-3036
0280-48-1852
0280-32-5533
0280-47-1129
0280-77-3813
0280-22-5211
0280-22-5611
0280-22-5911
0280-21-1129
0280-22-5211（窓口：古河歴史博物館）
0280-22-5211（窓口：古河歴史博物館）
0280-21-1129（窓口：古河文学館）
0280-75-1511
0280-32-5299
0280-22-4000

市町名

施設名

住所
栃木市藤岡遊水池会館
藤岡町藤岡1788番地
栃木市渡良瀬遊水地ハートランド城
藤岡町藤岡1218-1
栃木市老人福祉センター 長寿園
薗部町2-14-9
栃木市老人福祉センター 泉寿園
今泉町1-2-7
栃木市老人福祉センター 福寿園
千塚町210
栃木市渡良瀬の里
（グランドゴルフ場） 藤岡町赤麻502-1
栃木市大平健康福祉センター（ゆうゆうプラザ）
大平町西野田666-1
栃木市岩舟健康福祉センター（遊楽々館）
岩舟町三谷1038-1
栃木市北部健康福祉センター（ゆったり～な）
西方町本城2番地1
栃木市勤労者総合福祉センター
今泉町1-2-7
栃木市勤労者体育センター
日ノ出町14-36
栃木市総合運動公園
（陸上競技場、野球場、テニスコート、グラウンド、体育館、弓道場、温水プール） 川原田町760
ファミリーパーク
都賀町臼久保197
ふるさとセンターパーク
都賀町臼久保325
栃木市都賀聖地公園
都賀町木2366-2
栃木市岩舟総合運動公園（ゲートボール場）
岩舟町三谷1038番地1
栃木市栃木図書館
旭町12-2
栃木市大平図書館
大平町蔵井2026-6
栃木市藤岡図書館
藤岡町藤岡816-4
栃木市都賀図書館
都賀町原宿535
栃木市図書館西方館
西方町本城1
栃木市 栃木市図書館岩舟館
岩舟町静2292-1
栃木市市民交流センター（キョクトウとちぎ蔵の街楽習館）
入舟町6-8
栃木市大宮公民館
大宮町422-1
栃木市皆川公民館
皆川城内町699
栃木市吹上公民館
吹上町782-1
栃木市寺尾公民館
梅沢町1183
栃木市国府公民館
惣社町228-1
栃木市大平公民館
大平町蔵井2001-3
栃木市大平西地区公民館
大平町富田1642-1
栃木市大平南地区公民館
大平町西水代1787
栃木市大平東地区公民館
大平町横堀810
栃木市藤岡公民館
藤岡町藤岡810
栃木市三鴨地区公民館
藤岡町甲436-2
栃木市部屋地区公民館
藤岡町部屋454-1
栃木市赤麻地区公民館
藤岡町赤麻1737-1
栃木市都賀公民館
都賀町原宿521
栃木市西方公民館
西方町本城1
栃木市岩舟公民館
岩舟町静2292-1
栃木市静和地区公民館
岩舟町静和2170-1
栃木市小野寺地区公民館
岩舟町小野寺2071-1
栃木市屋内運動場
泉川町467-1
栃木市大平体育館
大平町蔵井2001-3

問合せ先
0282-62-0919
0282-62-1301
0282-22-0333
0282-27-3818
0282-31-3666
0282-62-1635
0282-45-2601
0282-54-3331
0282-25-7444
0282-27-7140
0282-22-4452
0282-23-2523（窓口：管理事務所）
0282-92-0333
0282-92-0008
0282-92-0008
0282-54-3331（窓口：岩舟健康福祉センター_遊楽々館）【令和3年3月
まで】
0282-22-3542
0282-43-5234
0282-62-4889
0282-28-0806
0282-92-2512
0282-54-1900
0282-24-0352（窓口：栃木公民館）
0282-27-0073
0282-22-1812
0282-31-1792
0282-31-0002
0282-27-3002
0282-43-5231
0282-43-5231（窓口：大平公民館）
0282-43-5231（窓口：大平公民館）
0282-43-5231（窓口：大平公民館）
0282-62-4321
0282-62-4321（窓口：藤岡公民館）
0282-62-4321（窓口：藤岡公民館）
0282-62-4321（窓口：藤岡公民館）
0282-27-5050
0282-92-0316
0282-55-2500
0282-55-2500（窓口：岩舟公民館）
0282-55-2500（窓口：岩舟公民館）
0282-25-0930
0282-44-0766

市町名

施設名

栃木市大平南体育館
栃木市大平武道館
（剣道場、柔道場、弓道場）
大平運動公園
（野球場、多目的運動広場、テニスコート）
藤岡総合体育館
藤岡弓道場
藤岡渡良瀬運動公園
（テニスコート、野球場、サッカー場、陸上競技場）
栃木市つがスポーツ公園
（野球場、ソフトボール場、サッカー場、テニスコート、弓道場）
栃木市都賀市民運動場
（運動場）
栃木市都賀体育センター
栃木市
栃木市都賀南部コミュニティセンター
（運動場、体育館、研修室）
栃木市木コミュニティセンター
（運動場、体育館、研修室）
栃木市大柿コミュニティセンター
（体育館）
栃木市西方総合文化体育館（関東ホーチキにしかた体育館）
栃木市西方北グラウンド
（野球場、ソフトボール場）
栃木市西方南グラウンド
（野球場、ソフトボール場、ゲートボール場）
栃木市真名子運動広場
（ソフトボール場、サッカー場）
西方総合公園
（野球場、ソフトボール場、テニスコート、弓道場）
栃木市岩舟総合運動場
（グラウンド、テニスコート、体育館）

住所
大平町西野田905－１
大平町蔵井2001-1
大平町蔵井1547
藤岡町藤岡1788
藤岡町藤岡1788
藤岡町藤岡1218-1
都賀町家中4785-3
都賀町原宿507-1
都賀町原宿511
都賀町平川481-5
都賀町木818
都賀町大柿1122
西方町本郷1705番地1
西方町金崎1107番地2地先
西方町金井1796番地3
西方町真名子1722番地
西方町本城1829番地
岩舟町静2292-1

問合せ先
0282-43-1119
0282-43-1119
0282-43-1119
0282-62-4431
0282-62-4431
0282-62-1301（窓口：渡良瀬遊水地ハートランド城）
0282-27-5133
0282-27-5050
0282-27-5050
0282-27-5050
0282-27-5050
0282-27-5050
0282-92-0866
0282-92-0866
0282-92-0866
0282-92-0866
0282-92-0866
0282-55-2500

市町名

加須市

市町名

野木町

市町名
板倉町

施設名

住所

問合せ先
加須市民運動公園
（野球場、テニスコート） 下三俣590番地
0480-62-6123（窓口：加須市民体育館）
鎮守前公園
（野球場、テニスコート） 南篠崎二丁目1番地
0480-62-6123（窓口：加須市民体育館）
騎西中央公園
（運動場、野球広場、テニスコート） 騎西961番
0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）
古宮公園
（広場） 正能4番
0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）
ふるさと広場
（広場） 中種足1230番地1
0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）
田ヶ谷サン・スポーツランド
（野球場、テニスコート） 上崎1850番地1
0480-73-7610（窓口：騎西総合体育館「ふじアリーナ」）
渡良瀬総合グラウンド
（野球場、ソフトボール場、サッカー場、テニスコート） 柏戸地先
0280-62-1590（窓口：北川辺体育館）
柏戸スポーツ公園
（グラウンドゴルフ場、ゲートボール場） 柏戸2019
0280-62-1590（窓口：北川辺体育館）
大利根運動公園
（野球場、小球場、テニスコート） 北下新井684番1
0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）
大利根西部公園
（多目的広場） 新利根一丁目4番１
0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）
豊野台公園
（野球場） 豊野台二丁目160番2
0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）
星子沼公園
（テニスコート） 豊野台一丁目345番1
0480-72-5488（窓口：大利根文化体育館）
加須市立加須市民体育館
下三俣590番地
0480-62-6123
加須市立騎西総合体育館「ふじアリーナ」
外川355番地
0480-73-7610
加須市立北川辺体育館
柏戸2037番地
0280-62-1590
加須市立大利根文化体育館
北下新井684番地1
0480-72-5488
加須市北川辺ライスパーク
麦倉454番地
0280-62-4349
加須市北川辺郷土資料館
麦倉487番地
0480-62-1223（窓口：生涯学習課）
加須市加須文化・学習センター「パストラルかぞ」
上三俣2255番地
0480-62-1221
加須市騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」
根古屋633番地10
0480-73-3101
加須市北川辺文化・学習センター「みのり」
麦倉1473番地1
0280-61-2444
加須市大利根文化・学習センター「アスタホール」
旗井1461番地1
0480-72-1023
中央二丁目4番17号（市民プラザかぞ1階・2階） 0480-61-8200
加須市立加須図書館
根古屋633番地10（騎西文化・学習センター「キャッスルきさい」内）
加須市立騎西図書館
0480-73-3178
麦倉1473番地1（北川辺文化・学習センター「みのり」内）
加須市立北川辺図書館
0280-62-4400
加須市立童謡のふる里おおとね図書館「ノイエ」
琴寄597番地1
0480-78-2211
施設名
住所
問合せ先
野木町総合運動公園
（野球場、サッカー場、テニスコート、多目的広場） 佐川野916
0280-57-4187（窓口：生涯学習課）
野木町体育センター
丸林571
0280-57-4187（窓口：生涯学習課）
野木町老人福祉センター「ホープ館」
友沼5840-7
0280-57-3100
野木町公民館
丸林571
0280-57-4177
野木町文化会館「エニスホール」
友沼181
0280-57-2000
野木町健康センター「ゆーらんど」
南赤塚1514
0280-57-0755
野木町交流センター「野木ホフマン館」
野木3324-10
0280-33-6667
野木町立図書館
丸林234-2
0280-57-2811
施設名
住所
問合せ先
渡良瀬運動場
（野球場、サッカー場） 海老瀬（渡良瀬遊水地内）
0276-82-0858（窓口：スポーツ振興係（海洋センター内））
B&G海洋センター
（体育館、プール） 岩田1062
0276-82-0858
板倉町中央公民館
板倉2698
0276-82-2435

市町名

施設名

小山運動公園
（陸上競技場兼サッカー場、硬式野球場、軟式野球場、テニスコート）
あけぼの公園
（軟式野球場、テニスコート）
原之内公園
（テニスコート）
（陸上競技場、サッカー場、軟式野球場、ソフトボール場、テニスコート、ゲートボール場）
思川緑地
小山市立中央公民館
小山市立大谷公民館
小山市立生井公民館
小山市立寒川公民館
小山市立豊田公民館
小山市立中公民館
小山市立穂積公民館
小山市立絹公民館
小山市まちなか交流センター｢おやま～る｣
小山市小山城南市民交流センター｢ゆめまち｣
小山市間々田市民交流センター｢しらさぎ館｣
小山市桑市民交流センター｢マルベリー館｣
小山市
小山東出張所
小山市立文化センター
小山市立車屋美術館
小山市ふれあい健康センター
小山市立中央図書館
小山市立中央図書館小山分館
小山市立中央図書館間々田分館
小山市立中央図書館桑分館
道の駅 思川
小山市弓道場
小山市立武道館
小山市立体育館
小山勤労者体育センター
小山市勤労者青少年ホーム
小山市立生涯学習センター
小山市立博物館

住所
向野187番地
横倉新田458番地2
神鳥谷1860番地3
大行寺1289番地
中央町1丁目1番1号
横倉新田8番地2
生良1054番地2
中里869番地1
松沼467番地
下河原田864番地
萩島61番地
福良1119番地1
城山町3丁目7番5号
東城南4丁目1番地12
間々田1960番地1
羽川858番地1
犬塚3丁目1番地3
中央町1丁目1番1号
乙女3丁目10番34号
外城546番地
城東1丁目19番40号
中央町1丁目1番1号
間々田1960番地1
羽川858番地1
下国府塚25番地1
中央町1丁目1番1号
三峯2丁目1番12号
塚崎1408番地1
犬塚3丁目1番地2
犬塚3丁目1番地2
中央町3丁目7番1号ロブレ6階
乙女1丁目31番7号

問合せ先
0285-49-3523
0285-27-7133
0285-27-8060
0285-49-3523（窓口：小山運動公園）
0285-22-9562
0285-28-0004
0285-45-4004
0285-38-1002
0285-37-1002
0285-38-0002
0285-38-2004
0285-49-0027
0285-20-5562
0285-27-9935
0285-38-6606
0285-37-7588
0285-21-0171
0285-22-9552
0285-41-0968
0285-30-3700
0285-21-0753
0285-22-9575
0285-45-1335
0285-22-4544
0285-38-0201
0285-21-0021（窓口：生涯スポーツ課）
0285-21-0021（窓口：生涯スポーツ課）
0285-28-1250
0285-23-3402
0285-23-3402
0285-22-9111
0285-45-5331

