
＜公共施設概要＞一覧

施設名称 所在地 住所 電話番号 　URL
アリーナ
面積（㎡）

座席数
（固定席）

座席数
（可動席含む）

備考

1 浦和駒場体育館 埼玉県さいたま市 浦和区駒場２－５－６ 048-885-6010 http://urawakomatai.com/ 1,795 914 1,374

2 大宮体育館 埼玉県さいたま市 見沼区大和田町１－３０５ 048-685-2121
http://www.nissan-
nics.co.jp/oomiya/ 1,836 931 ―

3 記念総合体育館 埼玉県さいたま市 桜区道場４－３－１ 048-851-5050 http://sai-kinen.esforta.jp/ 2,590 1,988 2,954

4 岩槻文化公園体育館 埼玉県さいたま市 岩槻区大字村国２２９ 048-798-8411 http://www.sgp.or.jp/ 1,497 736 ―

14,600 27,000 37,000 スタジアムモード

7,100 19,000 22,500 アリーナモード

6 川越運動公園総合体育館 埼玉県川越市 下老袋３８８－１ 049-224-8765
http://www.kfp.or.jp/d00/d00000
01.htm 2,537 976 2,272

7
熊谷スポーツ文化公園
体育館

埼玉県熊谷市 上川上300 048-526-2004
http://www.parks.or.jp/kumagaya
/ 3,328 2,503 ―

8 芝スポーツセンター 埼玉県川口市 芝髙木２－１２－５２ 048-266-6240
http://www.city.kawaguchi.lg.jp/k
bn/70069999/70069999.html 2,220 1,020 ―

9 戸塚スポーツセンター 埼玉県川口市 戸塚南３－２２－１ 048-298-9993
http://www.konamisportsandlife.c
o.jp/trust/tozuka/ 1,540 564 ―

10
行田グリーンアリーナ
（行田市総合体育館）

埼玉県行田市 大字和田1242番地 048－553－3377
http://www.ikiiki-
zaidan.or.jp/greenarena/sisetu/gr
eenarena/index.html

2,541 1,524 2,886

11
秩父市文化体育センター
（第一アリーナ）

埼玉県秩父市 大野原1470 0494‐24‐4004
http://www.chichibu.ne.jp/~bunta
i 1,512 743 1,583

12 所沢市民体育館 埼玉県所沢市 並木５丁目３番地 04-2991-1181
http://www.city.tokorozawa.saita
ma.jp/shisetu/sportskoen/sports
/simintaiikukan/

3,360 2,352 3,988

13 本庄総合公園体育館 埼玉県本庄市 北堀434 0495-25-5677
http://www.shisetsu.jp/city.honjo
/honjo-sogokoen/taiikukan/ 2,948 1,192 ―

14 総合体育館 埼玉県春日部市 谷原新田１５５７-１ 048-733-7575
http://winghat.info/facilities/win
ghat-kasukabe 2,600 1,396 3,584

15 狭山市民総合体育館 埼玉県狭山市 柏原555 04-2952-0511
http://www.parks.or.jp/chikozan/
facility/gymnasium.html 2,546 696 1,224

16 羽生市体育館 埼玉県羽生市 東9丁目１－１ 048-563-0150 gym@city.hanyu.lg.jp 1,776 768 ―
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17 鴻巣市立総合体育館 埼玉県鴻巣市 鴻巣864番地1 048-543-0101 http://www.saispo.jp/konosu/ 1,850 660 ―

18
深谷市総合体育館
（深谷ビッグタートル）

埼玉県深谷市 上野台２５６８ 048-572-3000
http://city-
fukayakousha.com/bigturtle/ 2,627 1,508 3,020

19 上尾市民体育館 埼玉県上尾市 向山四丁目3番地10 048-781-8111 http://www.ageo-kousya.or.jp 1,856 743 ―

20 埼玉県立武道館 埼玉県上尾市 日の出４－１８７７ 048-777-2400
http://www.saitama-
budoukan.jp/index.html 1,887 1,510 ―

21 上尾運動公園　体育館 埼玉県上尾市 愛宕３－２８－３０ 048-771-4245
http://www.parks.or.jp/koen_top/
ageo-undo.html 7,905 2,482 ―

22
スポーツ健康都市記念体
育館

埼玉県草加市 瀬崎６－３１－１ 048-922-1151
http://www.soka-
taikyo.org/kinentaiikukan.htm 2,534 806 1,202

23 熊谷市立市民体育館 埼玉県熊谷市 桜木町２丁目３３番地５ 048-521-0219
https://www.city.kumagaya.lg.jp/
shisetsu/sports/gym/simintaiikuk
an.html

1,526 958 ―

24
越谷市立総合体育館
第一体育室

埼玉県越谷市 増林二丁目３３番地 048-964-4321 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/shisets
u/sportskouen/taiikukan/taiikukan-sogo.html 2,560 2,252 4,452

25 朝霞市立総合体育館 埼玉県朝霞市 青葉台１－８－１ 048-465-9811
http://www.city.asaka.lg.jp/soshik
i/41/taikukan.html 1,700 504 ―

26 志木市民体育館 埼玉県志木市 館２－２－５ 048-474-7666 http://www.sbs.or.jp/ 1,512 600 ―

27 和光市総合体育館 埼玉県和光市 広沢３－１ 048-462-0107
http://www.konamisportsandlife.c
o.jp/trust/wako/ 1,645 700 ―

28
新座市民総合体育館
（メーンアリーナ）

埼玉県新座市 本多２－１－２０ 048-478-8011
http://www.city.niiza.lg.jp/map/s
himinsogotaiikukan.html 2,119 736 1,936

29 北本市体育センター 埼玉県北本市 古市場1-156 048-593-2511 http://www.kitamoto-taiikuc.jp/ 1,900 828 1,997

30
富士見市立市民総合体育
館

埼玉県富士見市 鶴馬1887-1 049-251-5555 http://www.fujimi-arena.com/ 1,870 534 828

31 三郷市総合体育館 埼玉県三郷市 茂田井2番地 048-953-6121 http://sotai.misato-hall.com/ 1,681 686 1,874

32 坂戸市民総合運動公園 埼玉県坂戸市 石井1550 049-284-1771
http://www.city.sakado.lg.jp/20,3
2030,181,661.html 1,512 576 ―

33 幸手市民文化体育館 埼玉県幸手市 大字平須賀2380番地1 0480-48-0048
http://www.nem-
shiteikanri.jp/shisetsu/athcul/ 2,050 584 1,616

34 千葉ポートアリーナ 千葉県千葉市 中央区問屋町1-20 043-241-0006
http://chibacity.spo-
sin.or.jp/shisetu/arena-top.html 2,730 4,380 7,512

35
千葉県総合スポーツセン
ター体育館

千葉県千葉市 稲毛区天台町３２３番地 043-290-8501
http://www.cue-
net.or.jp/kouen/sportscenter/ 12,500 3,104 5,130
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36 運動公園体育館 千葉県船橋市 夏見台６－４－１ 047-438-4461 http://www.city.funabashi.lg.jp/shisetsu/spor
tsshisetu/0001/0001/0001/p011046.html 6,462 1,836 ―

37
船橋アリーナ
(メインアリーナ)

千葉県船橋市 習志野台７－５－１ 047-461-5611
http://www.f-
bunspo.or.jp/arena/ 2,357 2,714 4,240

38
千葉県立館山運動公園体
育館

千葉県館山市 館山市藤原３００ 0470-28-1340
http://www.cue-
net.or.jp/kouen/tateyama/annai/
gymnasium.html

2,117 880 ―

39 中台運動公園体育館 千葉県成田市 中台５丁目２番地 0476-26-7251
http://www.park-
narita.jp/index.html 2,350 1,142 1,402

40 東金アリーナ 千葉県東金市 堀上１３６１－１ 0457-50-1715
http://www.togane-
bunspo.or.jp/arena/ 9,308 716 1,196

41 旭市総合体育館 千葉県旭市 ニの5491番地 0479-64-1101
http://www.city.asahi.lg.jp/sisetu
/c02_01.html 1,639 510 ―

42 ゼットエー武道場 千葉県市原市 能満１４７４－１ 0436-41-9825
http://www.city.ichihara.chiba.jp/
shisetsu/supotsu_reku/za_budouj
ou/index.html

1,503 570 1,074

43 臨海体育館 千葉県市原市 岩崎２９２ 0436-21-4441
http://www.city.ichihara.chiba.jp/shisetsu/ko
en/documents/index-
area3/ryokupark/yoryou_taikukan.html

1,462 580 ―

44
キッコーマン アリーナ
（流山市民総合体育館）

千葉県流山市 野々下1-40-1 04-7159-1212
http://www.city.nagareyama.chib
a.jp/life/21/178/028485.html 1,961 1,504 2,162

45 銚子市体育館 千葉県銚子市 前宿町１１４０ 0479-24-9559 taiikukan@city.choshi.lg.jp 1,374 740 ―

46 君津市民体育館 千葉県君津市 内箕輪一丁目１－１ 0439-52-8222
http://www.city-
kimitsu.jp/kanko/spot/asobu/par
k-uchiminowa.html

1,590 824 ―

47 富津市総合社会体育館 千葉県富津市 新富８０番４ 0439-87-3001
www.fureai-
kouen.com/taiikukan/ 1,428 542 ―

48
浦安市総合体育館
（メインアリーナ）

千葉県浦安市 舞浜2番地27 047-355-1110
http://www.urayasu-
kousha.or.jp/taiiku/taiikukan/ 1,813 1,010 1,794

49 四街道市総合公園体育館 千葉県四街道市 和田161 043-433-1111
http://yotsu-
foundation.or.jp/sougou/index.ph
p

9,029 776 788

50
袖ケ浦市臨海
スポーツセンター体育館

千葉県袖ケ浦市 長浦１-57 0438-63-2711 http://www.fep0294.co.jp 4,630 985 ―

51 松山下公園総合体育館 千葉県印西市 浦部２７５ 0476-42-8417
http://www.city.inzai.lg.jp/000000
0634.html 1,770 862 ―

52 八日市場ドーム 千葉県匝瑳市 八日市場ハ793-1 0479-73-0097
http://www.city.sosa.lg.jp/index.c
fm/17,0,255,508,html 1,496 542 1,850

53 のさかアリーナ 千葉県匝瑳市 今泉６５３６－１ 0479-67-1277
http://www.city.sosa.lg.jp/index.c
fm/17,0,255,509,html 1,216 604 ―

54
中央区立総合スポーツセ
ンター

東京都中央区 日本橋浜町２－５９－１ 03-3666-1501 http://www.chuo-sports.jp 1,320 674 ―
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55 港区スポーツセンター 東京都港区 芝浦１－１６－１ 03-3452-4151 http://www.minatoku-sports.com 2,000 500 ―

56 墨田区総合体育館 東京都墨田区 錦糸４－１５－１ 03-3623-7273
http://www.sumidacity-
gym.com/ 3,078 1,500 2,000

57 東京スポーツ文化館 東京都江東区 夢の島２-３-１ 03-3521-7321 http://www.ys-tokyobay.co.jp/ 1,410 589 ― ・平成29年1月～３月アリーナ床改修
工事を予定。

58 大田区総合体育館 東京都大田区 東蒲田1-11-1 03-5480-6688 http://ota.esforta.jp 1,824 2,186 4,012

59
世田谷区立総合運動場体
育館

東京都世田谷区 大蔵４－６－１ 03-3417-4276
http://www.se-
sports.or.jp/sougou/index.php 1,160 632 ―

・東京2020オリンピック・パラリンピック
競技大会前後は参加国のキャンプの
ため、使用不可

60
駒沢オリンピック公園総合
運動場体育館

東京都世田谷区 駒沢公園1-1 03-3421-6199
http://www.tef.or.jp/kopgp/index.
jsp 1,842 2,350 3,470

61 中野体育館 東京都中野区 中野４－１１－１４ 03-3389-3151
http://www.nakano-
taiikukan.com/nakano/ 1,400 784 ―

62 板橋区立小豆沢体育館 東京都板橋区 小豆沢３－１－１ 03-3969-4166
http://www.shisetsu.jp/city.itaba
shi/azusawa-taiikukan/ 1,315 529 ―

63 東京武道館大武道場 東京都足立区 綾瀬3-20-1 03-5697-2111 http://www.tef.or.jp/tb/index.jsp 1,972 1,728 3,728

64
水元総合スポーツセンター
体育館

東京都葛飾区 水元１－２３－１ 03-3609-8182
http://mizumoto.esforta.jp/facilit
y/ 2,318 960 ―

固定席に加えて車椅子ス
ペース１５席あり

65
府中市立総合体育館
第1体育室

東京都府中市 矢崎町5-5 042-363-8111
http://www.city.fuchu.tokyo.jp/s
hisetu/supotu/taikukan/sogo.ht
ml

1,512 928 ―

66 町田市立総合体育館 東京都町田市 南成瀬５－１２ 042-724-340
http://www.sports-
machida.com/ 2,400 1,776 2,784

67 横浜文化体育館 神奈川県横浜市 中区不老町２－７ 045-641-5741
http://www.yspc.or.jp/buntai_ysa
/ 1,920 2,300 3,000

68 とどろきアリーナ 神奈川県川崎市 中原区等々力１－３ 044-798-5000
http://homepage2.nifty.com/todo
rokiarena1/ 2,872 3,000 6,500

69 総合体育館 神奈川県相模原市 南区麻溝台2284-1 042-748-1781
http://www.sagamiharashi-
machimidori.or.jp 2,214 1,598 ―

70 北総合体育館 神奈川県相模原市 緑区下九沢2368-1 042-763-7711
http://www.sagamiharashi-
machimidori.or.jp 1,887 1,006 ―
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施設名称 所在地 住所 電話番号 URL
アリーナ
面積（㎡）

座席数
（固定席）

座席数
（可動席含む）

備考

1 大東文化大学総合体育館 埼玉県東松山市 岩殿５６０ 0493-31-1508 http://www.daito.ac.jp/ 1,904 950 ―

2 千葉商科大学体育館 千葉県市川市 国府台1-3-1 047-372-4111
http://www.cuc.ac.jp/about_cuc/
campus/maps/index.html 2,271 1,027 ―

3
学校法人 成田山教育財
団成田高等学校体育館

千葉県成田市 成田２７ 0476-22-2131 www.narita.ac.jp 2,600 284 528

4 中央大学第１体育館 東京都八王子市 東中野７４２－１ 042-674-2210
http://www.chuo-
u.ac.jp/campusmap/tama/ 4,240 726 ―

5
共立女子第二中学校高等
学校体育館

東京都八王子市 八王子町1-710 042-661-9952
http://www.kyoritsu-
wu.ac.jp/nichukou/ 1,301 606 ―

6
東京女子体育大学
藤村総合教育センター

東京都国立市 富士見台4-30-1 042-572-4131 http://www.twcpe.ac.jp/ 496 556 794

＜大学等施設概要＞一覧
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