
 

市町村名 施設名 所在地 

水 戸 市 千波公園 テニスコート 水戸市 2509番地の１ 

 青柳公園 屋内プール 水戸市水府町 864番地の６ 

  市民体育館  

 総合運動公園 市民球場 水戸市見川町 2256番地 

  軟式球場  

  体育館  

  テニスコート  

  相撲場  

 
水戸市大串貝塚ふれあい

公園 
テニスコート 水戸市塩崎町 1064番地の１ 

  プール  

 

大塚池公園 野球場 水戸市大塚町 1827番１ 

東町運動公園 

 

体育館 水戸市緑町２丁目３番 10号 

 テニスコート 

 水戸市小吹運動公園 屋内プール 水戸市小吹町 820番地の２ 

  体育館  

  野球場  

 水戸市立競技場 主競技場 水戸市小吹町 2058番地の１ 

  補助競技場  

 田野市民運動場 水戸市田野町 1307番 

 元石川市民運動場 水戸市元石川町 1687番 

 水戸市常澄運動場 野球場 水戸市大場町 468番１ 

  陸上競技場  

 水 戸市常 澄健康 管理  

トレーニングセンター 

体育館 水戸市塩崎町 1200番地の１ 

 テニスコート  

 水戸市内原ヘルスパーク 
健康増進センタ

ー 
水戸市内原町 1384番地の２ 

  テニスコート  

  野外ステージ  

 水戸市立サッカー・ラグビー場 水戸市河和田町 3438番地の１ 

 

水戸市下入野健康増進 

センター 

屋内プール 

水戸市下入野町 1944番地の１ 

トレーニング室 

多目的室 

会議室 

温浴施設 

グラウンドゴル

フ場 

水戸市立中央図書館 水戸市大町３丁目３番 20号 



 

水 戸 市 水戸市立東部図書館 水戸市元吉田町 1973番地の 27 

 水戸市立西部図書館 水戸市堀町 2311番地の１ 

 水戸市立見和図書館 水戸市見和２丁目 500番地の２ 

 水戸市立常澄図書館 水戸市大串町 2134番地 

 水戸市立内原図書館 水戸市内原町 1497番地の 16 

 水戸市少年自然の家 水戸市全隈町 80番地の１ 

 
水戸芸術館 塔 水戸市五軒町１丁目６番８号 

植物公園 植物園 水戸市小吹町 504番地 

笠 間 市 

笠間芸術の森公園スケー

トパーク 
スケート広場 笠間市笠間 2345番地 

笠間市立笠間図書館 笠間市石井 2023番地１ 

 笠間市立友部図書館 笠間市平町 2084番地 

 笠間市立岩間図書館 笠間市下郷 5140番地 

ひたちなか市 
ひたちなか市総合運動 

公園 
市民球場 ひたちなか市新光町 49番地 

  総合体育館  

  陸上競技場  

  テニスコート  

  
レクリエーショ

ン広場 
 

  スポーツ広場  

 
ひたちなか市那珂湊運動

公園 
第一野球場 ひたちなか市新光町 552番地 40 

  テニスコート  

  多目的運動広場  

  相撲場  

 ひたちなか市松戸体育館 ひたちなか市松戸町２丁目６番１号 

 ひたちなか市那珂湊体育館 ひたちなか市鍛冶屋窪 3566番地 

 ひたちなか市那珂湊第二野球場 
ひたちなか市西十三奉行 11652 番地

の２ 

 津田運動ひろば ひたちなか市大字津田 701番地 

 佐野運動ひろば ひたちなか市大字高野 2456番地 

 石川運動ひろば ひたちなか市石川町 10番地 

 六ツ野スポーツの杜公園 グランド 
ひたちなか市中根字六ツ野 4880 番地

2 

 
東石川第４公園 グランド ひたちなか市石川町 25番地 

西原公園 グランド ひたちなか市足崎字西原 1476番地１ 



 

ひたちなか市 ひたちなか市立中央図書館 ひたちなか市元町５番３号 

 ひたちなか市立那珂湊図書館 ひたちなか市鍛冶屋窪 3566番地 

 ひたちなか市立佐野図書館 ひたちなか市大字高場 1362番地の１ 

那 珂 市 那珂総合公園 アリーナ 那珂市戸崎 428番地２ 

  サブアリーナ  

  会議室  

  テニスコート  

  多目的広場  

  野球場  

 中谷原公園 テニスコート 那珂市戸 6000番地 

 ふれあいの杜公園 多目的広場 那珂市中里 1246番地 

  芝生広場  

  テニスコート  

 瓜連体育館 アリーナ 那珂市古徳 310番地 

 神崎グラウンド 那珂市横堀 1721番地 

 神崎テニスコート 那珂市横堀 1721番地 

 那珂市立図書館 那珂市菅谷 2995番地１ 

小美玉市 希望ヶ丘公園 野球場 小美玉市中台 418番地 

  多目的広場  

  テニスコート  

 玉里運動公園 野球場 小美玉市栗又四ケ 2315番地１ 

  多目的広場  

  テニスコート  

 小美玉市小川運動公園 体育館 小美玉市与沢 532番地１ 

  野球場  

  多目的広場  

  テニスコート  

 
小美玉市小川海洋セン 

ター 
プール 小美玉市野田 269番地１ 

 小美玉市玉里海洋セン 

ター 

体育館 小美玉市栗又四ケ 2406番地４ 

 プール  

  
ト レ ー ニ ン グ 

ルーム 
 

  艇庫  

 小美玉市小川図書館 小美玉市小川 1664番地２ 

 小美玉市玉里図書館 小美玉市高崎 291番地３ 

 小美玉市やすらぎの里小川 小美玉市中延 1508番地１ 



 

茨 城 町 運動公園 多目的広場 茨城町大字越安 1397番地 

  野球場  

  テニスコート  

  プール  

  ターゲットバー

ドゴルフコース 

 

 
  

フォレストぬまさきグラウンド 茨城町大字宮ケ崎 1443番地外 

 茨城町総合福祉センター

「ゆうゆう館」 

図書館 茨城町大字小堤 1037番地１ 

   

大 洗 町 大洗町総合運動公園  体育館 大洗町成田町 1626番地 

  多目的広場  

  野球場  

  陸上競技場  

 大洗町ビーチテニスクラブ 大洗町磯浜町 8231番地の 20 

 大洗町漁村センター 大洗町磯浜町 6881番地の 88 

城 里 町 城里町常北運動公園 野球場 城里町大字上青山 10番地 

  運動広場  

  テニスコート  

 城里町上古内多目的運動広場 城里町大字上古内 1101番地 

 城里町健康管理トレーニングセンター 城里町大字下青山１番地の１ 

 城里町桂体育館 城里町大字阿波山 167番地 

 城里町大桂公園 城里町大字阿波山河川敷 

 城里町下赤沢運動広場 城里町大字下赤沢 613番地の１ 

 城里町塩子運動広場 城里町大字塩子 3696番地 

 城里町立桂図書館 城里町大字阿波山 173番地の２ 

 グリーン桂うぐいすの里 テニスコート 城里町大字錫高野 2391番地 

  野球場  

 
コミュニティセンター 

城里 
ホール 城里町大字石塚 1428番地の１ 

  和室  

  サークル室  

  研修室  

  図書室  

東 海 村 東海村総合体育館 主競技場 東海村大字船場 749番地３ 

  サブ競技場  

 
 柔剣道場  

 弓道場  



 

東 海 村 東海村テニスコート 東海村大字船場 534番地５ 

 阿漕ヶ浦公園 野球場 東海村大字村松 141番地３ 

  ホッケー場  

 東海村立図書館 東海村大字船場 774番地５ 

 東海文化センター ホール 東海村大字船場 768番地 15 

  楽屋  

  会議室  

  ステージ  

  ホワイエロビー  

  展示室  

 東海駅コミュニティ施設 東海村舟石川駅西一丁目 1番 1号 

 

 


