
　　　　　ニュースポーツ

令和２年９月25日時点
東京都ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ準備局

1 東京都港湾局 辰巳の森海浜公園 江東区辰巳2-1-35

ガーデンゴルフ、グラウンド・ゴルフ、シャフルボー
ド、ディスクゴルフ、パターゴルフ、フリーテニス、ペタ
ンク、マレットゴルフ

http://www.tptc.co.jp/park/03_01

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/supotu/undo
uzyou.html

5 台東区 たなかスポーツプラザ 台東区日本堤2-25-4

インディアカ、ソフトバレーボール、グランドゴルフ、
ターゲット・バードゴルフ、キンボール、スポーツチャ
ンバラ、ドッヂビー、バウンドテニス

http://www.city.taito.lg.jp/index/shisetsu/suportsis
etu/tanakasports.html

2

中央区

浜町運動場
中央区日本橋浜町2-59-1
（浜町公園内）

グラウンド・ゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、ペタン
ク

http://www.city.chuo.lg.jp/sisetugaido/supotu/undo
uzyou.html

3 月島運動場
中央区晴海1-3-29
（新月島公園内）

グラウンド・ゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、ペタン
ク

4 港区 スポーツセンター 港区芝浦1-16-1

キンボール、ボッチャ、ソフトバレー、ドッチビー、リン
グビー、ラダーゲッター、ラージボール卓球

https://minatoku-sports.com/

公立
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　　　　　ニュースポーツ

施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）設置者

9 新砂運動場 江東区新砂3-9-1

ターゲット・バードゴルフ（１コース）

http://www.city.koto.lg.jp/104010/shisetsuannai/ko
kyo/sportsshisetsu/kyogijo/16171.html

10
竪川河川敷公園
パターゴルフ・グラウンドゴルフ場

江東区亀戸6-33-10

パターゴルフ（１コース）、グラウンドゴルフ（１コース）

https://www.city.koto.lg.jp/470705/machizukuri/kas
enkoen/shinsuikoen/17621.html

江東区

6 錦糸公園競技場 墨田区錦糸4-15-1

グラウンドゴルフ（１コース）
※区事業のみ使用可能・URLは参考

https://www.city.sumida.lg.jp/kurashi/sports/ta404
0002018.html

7 東墨田一丁目運動広場 墨田区東墨田1-25-10

ゲートボール（４面）、グラウンドゴルフ（１コース）

（URLなし）

墨田区

8 竪川親水公園グラウンドゴルフ場
墨田区江東橋一丁目
2番地先

グラウンドゴルフ（８コース）

http://www.city.sumida.lg.jp/sisetu_info/kouen/tate
kawa.html

公立
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　　　　　ニュースポーツ

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

シャフルボード、ボッチャ、フロッカー、ストライクボー
ル、グラウンドゴルフ、バウンドテニス、インディア
カ、ソフトバレー、ラージボール卓球、ミニバレー、大
縄跳び、フープ、短なわ

http://komaba-taiikukan.jp/

目黒区

15 八雲体育館 目黒区八雲1-1-1

シャフルボード、ボッチャ

11 駒場体育館 目黒区駒場2-19-39

https://meguro-yakumomiyamae.com/

13 碑文谷体育館 目黒区碑文谷1-18-14

ペタンク、シャフルボード、ボッチャ、フリーブロー、フ
ロッカー、ストラックアウト、ストライクボール、ティ
ボール、ターゲットバードゴルフ、グラウンドゴルフ
（屋外）、グラウンドゴルフ（屋内）、スナッグゴルフ、
スポンジテニス、ミニテニス、インディアカ、ソフトバ
レー、ラージボール卓球、キンボール、ミニバレー、
短なわ

https://www.himonyataiikukan.com/

12 区民センター体育館 目黒区目黒2-4-36

ペタンク、シャフルボード、ボッチャ、フリーブロー、フ
ロッカー、ドッチビー、バウンドテニス、ミニテニス、イ
ンディアカ、ソフトバレー、キンボール

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7502

14 中央体育館 目黒区目黒本町5-22-8

ペタンク、ダーツ、シャフルボード、輪投げ、ボッ
チャ、フリーブロー、フロッカー、ティーボール、ボック
スホッケー、グラウンドゴルフ（屋外）、グラウンドゴ
ルフ（屋内）、バウンドテニス、ミニテニス、インディア
カ、ソフトバレー、ラージボール卓球

https://meguro-taiiku.com/

公立

http://komaba-taiikukan.jp/
https://meguro-yakumomiyamae.com/
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　　　　　ニュースポーツ

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

16 渋谷区 スポーツセンター 渋谷区西原1-40-18

ペタンク（用具１式×14セット）

http://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/sports/s
p0_spcenter.html

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1007044.html

19 永福体育館 杉並区永福1-7-6

インディアカ（２コート）、バウンドテニス（２コート）／

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1043231.html

17

杉並区

上井草スポーツセンター 杉並区上井草3-34-1

インディアカ（６コート）、バウンドテニス（４コート）、ミ
ニテニス（６コート）、ソフトバレーボール（６コート）、
ラージボール卓球（４台）、パドルテニス（４コート）、
ターゲットバードゴルフ(運動場全面又は1/2面)

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1007042.html

18 妙正寺体育館 杉並区清水3-20-12

インディアカ（４コート）、バウンドテニス（４コート）、ミ
ニテニス（４コート）、ソフトバレーボール（４コート）、
ラージボール卓球（16台）、ユニカール（２コート）、パ
ドルテニス（４コート）

20 大宮前体育館 杉並区南荻窪2-1-1

インディアカ（２コート）、バウンドテニス（２コート）、ミ
ニテニス（２コート）

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1007040.html

21 高円寺体育館 杉並区高円寺南2-36-31

インディアカ（２コート）、バウンドテニス（２コート）、ミ
ニテニス（１コート）、パドルテニス（４コート）

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1007043.html

22 荻窪体育館 杉並区荻窪3-47-2

インディアカ（２コート）、バウンドテニス（２コート）、ミ
ニテニス（２コート）、パドルテニス（３コート）

http://www.city.suginami.tokyo.jp/shisetsu/sports/t
aiikukan/1007041.html
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　　　　　ニュースポーツ

産業文化スポーツ部　スポーツ振興課まで
お問合せください。（042-529-8515）

25 立川市 わくわくＢＴＲひろば 立川市錦町5-20

バイクトライアル

24 足立区 スイムスポーツセンター 足立区西保木間4-10-1

バウンドテニス（２コート）

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

https://tme-adachi.com/suimu/

23 足立区 総合スポーツセンター 足立区東保木間2-27-1

バウンドテニス（10コート）

https://shisetsu.mizuno.jp/m-7503

公立

https://tme-adachi.com/suimu/
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7503


　　　　　ニュースポーツ

http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spor
t/sport08.html

28 緑ヶ丘グラウンド 町田市本町田2380-6

ターゲットバードゴルフ（１面）

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spo
rt/yakyujo/midorigaoka.html

町田市

26 総合体育館 町田市南成瀬5-12

ミニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボール
一般開放時（週1回）のみ利用可

http://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spor
t/sport07.html

29 鶴間公園運動広場 町田市鶴間3-1-1

ターゲットバードゴルフ（１面）、グラウンドゴルフ（１
面）

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spo
rt/yakyujo/tsurumakouenundouhiroba.html

27 サン町田旭体育館 町田市旭町3-20-60

ミニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボールの
一般開放時（週1回）のみ利用可

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

31 常盤公園 町田市常盤町3553-1

グラウンドゴルフ（１面）

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spo
rt/yakyujo/tokiwa.html

30 芹ヶ谷公園グラウンド 町田市高ヶ坂1-1716-2

ターゲットバードゴルフ（１面）、グラウンドゴルフ（１
面）

https://www.city.machida.tokyo.jp/bunka/sport/spo
rt/yakyujo/serigaya.html
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　　　　　ニュースポーツ

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/sport/h
ikari/1004200.html

33 東村山市 市民スポーツセンター 東村山市久米川町3-30-5

ラージボール卓球（5台）

http://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisetsu/
koen/sportscenter/index.html

32 日野市 市民の森ふれあいホール 日野市日野本町6-1-3

ハンドロウル（3レーン）、ボッチャ（2セット）、ミニテニ
ス（12面）

http://www.city.hino.lg.jp/shisetsu/bunka/fureai/10
05895.html

36 けやき運動場 小平市上水本町6-22-2

ターゲット・バードゴルフ、グラウンド・ゴルフ

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/sport/y
akyuu/1004202.html

34

国分寺市

市民スポーツセンター 小平市上水本町6-22-1

バウンドテニス

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/sport/s
himin/1004197.html

35 ひかりスポーツセンター 国分寺市光町1-46-8

ミニテニス

37 戸倉野球場 国分寺市戸倉1-31-1

ターゲット・バードゴルフ、グラウンド・ゴルフ

http://www.city.kokubunji.tokyo.jp/shisetsu/sport/y
akyuu/1004188.html
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　　　　　ニュースポーツ

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

38 東大和市 東大和市ロンドみんなの体育館（市民体育館） 
東大和市桜が丘
2－167－13

ボッチャ（４セット）

40 多摩市 総合体育館 多摩市東寺方588-1

ミニテニス、ネオテニス、ソフトバレーボール、ふら
ばーるバレーボール、ドッチビー

http://tama-sports.com/

http://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/35,0,
365,624,html

39 武蔵村山市 総合体育館 武蔵村山市岸3-45-6

室内グラウンド・ゴルフ（２面）

http://www.city.musashimurayama.lg.jp/shisetus/sp
orts/gym/1004382.html

公立
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　　　　　ニュースポーツ

設置者 施設名 所在地 備考　※上段：実施可能競技（コート数等）

http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/spor
ts/ground.html

43 稲城長峰ヴェルディフィールド 稲城市長峰3-10-1

グラウンド・ゴルフ、スナッグゴルフ

http://www.inaginagamine-sportsfield.jp/

41

稲城市

総合体育館 稲城市長峰1-1

インラインスケート、スポーツ吹矢

http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/spor
ts/taiikukan.html

42 総合グラウンド 稲城市長峰1-1

ターゲット・バードゴルフ、グラウンド・ゴルフ、スナッ
グゴルフ

44 若葉台公園多目的広場 稲城市若葉台1-24-1

グラウンド・ゴルフ、スナッグゴルフ

http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/spor
ts/tamokutekihiroba/wakabadai.html

45 南多摩スポーツ広場多目的広場 稲城市大丸1452-1

グラウンド・ゴルフ、スナッグゴルフ

http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/spor
ts/tamokutekihiroba/minamitama_tamokuteki.html

http://www.city.akiruno.tokyo.jp/0000007671.html

46 複合施設ふれんど平尾体育館 稲城市平尾1-9-1

インラインスケート、スポーツ吹矢

http://www.city.inagi.tokyo.jp/shisetsu/sports/spor
ts/friendtaiikukanground.html

47 あきる野市 市民運動広場 あきる野市二宮702-1

ターゲット・バードゴルフ（18ホール）

公立
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