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想使用体育设施时
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●屋内体育施設
①総合スポーツ会館 ☎079-293-1321
体育館・柔道場・剣道場・弓道場・卓球場・温
水プール・トレーニングルームが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

②ヴィクトリーナ・ウインク体育館（中央体育館） 
☎079-298-0951

体育館・相撲場が利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

③花北体育館 ☎079-281-3881
体育館・トレーニングルーム・多目的ルームが
利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

④広畑体育館 ☎079-236-1550
体育館・多目的ルームが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

⑤広畑トレーニングルーム ☎079-238-1044
トレーニングルーム・多目的ルームが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

⑥飾磨体育館 ☎079-235-1445
体育館が利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

⑦網干南公園ふれあいの館 ☎079-274-5761
体育館、卓球場が利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　12月28日～1月3日

⑧船津公園ふれあいの館 ☎079-232-5406
体育館が利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　月曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　12月28日～1月3日

⑨MIYACOCOみなとドーム（姫路みなとドーム） 
☎079-231-4477

スポーツ・レクリエーションや展示会、各種イ
ベントなど多目的に利用することができます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　毎月第2火曜日
　　　　　　12月28日～1月4日

●球　技
球技スポーツセンター ☎079-253-2001
球技場・軟式野球場・テニスコート・多目的広
場などが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後5時
・閉館日　　12月28日～1月4日　　　　　

●野球場等
ウインク球場（姫路球場）・豊富球場は硬式・軟
式ともに使用できます。灘浜野球場は、2面使
用の場合、硬式も使用できます。その他の球場
は、軟式専用です。
　ウインク球場（姫路球場）
　広畑野球場（ナイター設備あり）
　中島野球場
　灘浜野球場（ナイター設備あり）
　林田グラウンド
　白浜新開野球場
　白浜グラウンド
　豊富球場
 総合スポーツ会館　　☎079-293-1321

●市内体育设施
①综合体育会馆  电话∶079-293-1321
有体育馆、柔道场、剑道场、弓道场、乒乓球
场、温水游泳池、健身房可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

②Victorina Wink体育馆（中央体育馆）
电话∶079-298-0951

有体育馆、相扑场可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

③花北体育馆 电话∶079-281-3881
有体育馆、健身房、多功能室可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日
　

④广畑体育馆 电话∶079-236-1550
有体育馆、多功能室可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

⑤广畑健身房 电话∶079-238-1044
有健身房、多功能室可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

⑥饰磨体育馆 电话∶079-235-1445
有体育馆可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

⑦网干南公园交流馆 电话∶079-274-5761
有体育馆、乒乓球场可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日  星期一（如逢节假日，则为次日）
　　　　      12月28日～1月3日

⑧船津公园交流馆 电话∶079-232-5406
有体育馆可供使用。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日   星期一（如逢节假日，则为次日）
　　　　　　12月28日～1月3日

⑨MIYACOCO Minato Dome（姫路Minato Dome） 
 电话∶079-231-4477

可用于运动、娱乐、展会和各类活动等。
·开馆时间   9:00～21:00
·闭馆日      每月第2个星期二
　　　　　　12月28日～1月4日

●球赛
球赛体育中心 电话∶079-253-2001
有球类比赛场、软式棒球场、网球场、多目的广
场等可供使用。
·开馆时间   9:00～17:00
·闭馆日     12月28日～1月4日

●棒球场等
Wink球场（姬路球场）、丰富球场可以用于硬
式和软式。滩滨棒球场使用2面时也可以用于硬
式。其他球场均为软式专用。
Wink球场（姬路球场）
广畑棒球场（拥有夜间比赛设备）
中岛棒球场
滩浜运动场（拥有夜间比赛设备）
林田运动场
白浜新开棒球场
白浜运动场
丰富球场
综合体育会馆　　电话∶079-293-1321
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●公园内运动广场
运动场、网球场、多功能广场等可以免费使用。
 公园绿地科　　电话∶079-221-2413

●网球场
田寺网球场 电话∶079-298-0571
网干网球场 电话∶079-274-1119
广畑网球场 电话∶079-238-1187
书写网球俱乐部（拥有夜间比赛设备）
 电话∶079-267-1660
·闭馆日12月28日～1月4日

●田径
Wink田径运动场（田径运动场）
·开场时间 9:00～17:00
·休场日 12月28日～1月4日
 综合体育会馆　　电话∶079-293-1321

●其他
①滑板公园
·开场时间　9:00～21:00
·休场日 12月28日～1月4日
　　体育振兴室 　　电话∶079-221-2699

②木场帆船港口 电话∶079-246-3928
·休场日　　星期二
  12月28日～1月4日

●地区体育设施
①家岛B&G海洋中心　家岛运动广场 

电话∶079-325-1000
有体育馆、游泳池、运动场、网球场等可供使
用。
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　星期一（如逢节假日，则为次日）

12月28日～1月4日

②坊势体育中心　坊势运动广场 
电话∶079-327-1900

有体育馆、游泳池、运动场、网球场等可供使用。
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　星期一（如逢节假日，则为次日）

12月28日～1月4日

③梦前体育中心 电话∶079-336-0767
有运动场、体育馆、网球场、武道馆等可供使用。
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　12月28日～1月4日

④香寺综合公园体育中心
有棒球场、网球场、武道馆等可供使用。

电话∶079-232-0511
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　12月28日～1月4日
还有，体育馆、运动场可供使用。

电话∶079-232-2442
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　12月28日～1月4日

⑤香寺温水游泳池 电话∶079-232-7997
有3条25米、池底可升降的泳道和6条25米泳道
的温水游泳池可供使用。
·开馆时间　9:30～21:00（星期二～星期六）

9:30～18:00（星期日）
·闭馆日　　星期一、12月28日～1月4日

●公園内運動広場
グラウンド、テニスコート、多目的広場などが
無料で利用できます。
 公園緑地課　　☎079-221-2413

●テニスコート
田寺テニスコート ☎079-298-0571
網干テニスコート ☎079-274-1119
広畑テニスコート ☎079-238-1187
書写テニスコート（ナイター設備あり）　
 ☎079-267-1660
・閉館日　12月28日～1月4日

●陸上
ウインク陸上競技場（陸上競技場）
・開場時間　午前9時～午後5時
・休場日　　12月28日～1月4日
　　総合スポーツ会館 ☎079-293-1321

●その他
①スケートボードパーク
・開場時間　午前9時～午後9時
・休場日　　12月28日～1月4日
　　スポーツ振興室 ☎079-221-2699

②木場ヨットハーバー ☎079-246-3928
・休場日　火曜日
　　　　　12月28日～1月4日

●地域体育施設
①家島B&G海洋センター　家島運動広場
 ☎079-325-1000
体育館、プール、グラウンド、テニスコートな
どが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　月曜日（祝日の場合はその翌日）

12月28日～1月4日

②坊勢スポーツセンター　坊勢運動広場 
 ☎079-327-1900
体育館、プール、グラウンド、テニスコートな
どが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　月曜日（祝日の場合はその翌日）

12月28日～1月4日

③夢前スポーツセンター ☎079-336-0767
グラウンド、体育館、テニスコート、武道館な
どが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

④香寺総合公園スポーツセンター
野球場、テニスコート、武道館などが利用でき
ます。 ☎079-232-0511
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

体育館、グラウンドが利用できます。
☎079-232-2442

・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

⑤香寺温水プール ☎079-232-7997
温水プール（25メートル可動床・3コース）
（25メートル・6コース）が利用できます。
・開館時間　午前9時30分～午後9時（火曜日～土曜日）
　　　　　　午前9時30分～午後6時（日曜日）
・閉館日　　月曜日・12月28日～1月4日
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⑥安富スポーツセンター 
グラウンド、テニスコート、多目的広場などが
利用できます。 ☎0790-66-4180
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　12月28日～1月4日

⑦安富B&G海洋センター ☎0790-66-3686
プール（25メートル・6コース）が利用でき
ます。
・開館時間　午前10時～午後6時（6月・9月）
　　　　　　午前10時～午後8時（7月・8月）
・閉館日　　9月16日～翌年6月14日

⑧網干健康増進センター「リフレ・チョーサ（愛称）」
 ☎079-272-5601
温浴施設、温水プール、トレーニングジム、グ
ラウンドゴルフなどが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　水曜日（祝日の場合、翌平日）

12月29日～1月3日

⑨夢前福祉センターぱるむ 
 079-336-1500
プール、トレーニングルームが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
・閉館日　　月曜日（祝日の場合はその翌日）

12月28日～1月4日

⑩姫路市すこやかセンター 079-223-5630
温水プール、トレーニングルーム、運動フロア、
リラクゼーションルームなどが利用できます。
・開館時間　午前9時～午後9時
 （日曜・祝日は午後6時まで）
・閉館日　　水曜日（祝日を除く）
 12月28日～1月4日
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⑥安富体育中心 
运动场、网球场、多目的广场等可供使用。 

电话∶0790-66-4180
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　12月28日～1月4日

⑦安富B&G海洋中心 电话∶0790-66-3686
有6条25米泳道的游泳池可供使用。
·开馆时间　10:00～18:00（6月、9月）

10:00～20:00（7月、8月）
·闭馆日　　9月16日～隔年6月14日

⑧网干健康增进中心“Refre Chosa（爱称）”
 电话∶079-272-5601
有温水浴设施、温水游泳池、健身房、地面高尔
夫球场等可供使用。
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　星期三（如逢节假日，则为下一工作日）
 12月29日～1月3日

⑨梦前福利中心Parumu 
 电话∶079-336-1500
有游泳池、健身房可供使用。
·开馆时间　9:00～21:00
·闭馆日　　星期一（如是节假日，则改为第二天）
 12月28日～1月4日

⑩姬路市Sukoyaka中心 电话∶079-223-5630
有温水游泳池、健身房、运动层、休闲室等可供
使用。
·开馆时间　9:00～21:00
 （星期日和节假日到下午6点）
·闭馆日　　星期三（除节假日）
 12月28日～1月4日


