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市民スポーツ広場
鳥取市千代川
(河川敷)

S45.7
改修H9.3

81,764
便所、野球場4面
グランドゴルフ場2面、多目的2面

（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

津ノ井スポーツ広場 鳥取市南栄町30-1 S54.7 10,246 器具庫
（財）鳥取市公園・スポー
ツ施設協会
0857-26-0888

千代川倉田スポーツ広場 鳥取市円通寺地内 H6.4 74,675
野球場2面、ソフトボール場2面、
サッカー場1面、多目的広場1面

市営サッカー場バードス
タジアム管理事務所
0857-53-6565

指定管理者
(財)鳥取県サッカー協会

白兎グラウンド･ゴルフ場
多目的広場

鳥取市伏野 H12.8 4,500
管理事務所
0857-59-2220

グラウンドゴルフ併用

国府町大茅スポーツ広場 鳥取市国府町栃本463 S36.8 3,600
市教委国府町分室
0857-39-0563

国府町運動場 鳥取市国府町町屋723 S54.12 11,965 135×85
バックネット、スタンド、器具格納庫
ゲートボール場1面

市教委国府町分室
0857-39-0563

事業費24,280千円
国補

国府町美歎運動場 鳥取市国府町美歎350-1 S61.11 2,260 不定形 フェンス99.0ｍ
市教委国府町分室
0857-39-0563

事業費11,470千円
国補(文部省)

国府町荒舟運動場 鳥取市国府町荒舟59-3 H4.3 2,057 便所、倉庫、フェンス156ｍ
市教委国府町分室
0857-39-0563

国補(文部省)
事業費18,890千円

国府町高岡運動場 鳥取市国府町高岡507-3 H5.3 1,571 フェンス
市教委国府町分室
0857-39-0563

国補(文部省)

国府町麻生運動場 鳥取市国府町麻生307-1 H5.11 2,092 フェンス
市教委国府町分室
0857-39-0563

国補(文部省)

国府町三代寺運動場 鳥取市国府町三代寺243-8 H8.3 2,538
市教委国府町分室
0857-39-0563

国府町成器スポーツ広場 鳥取市国府町中河原69 S43.9 2,100
市教委国府町分室
0857-39-0563

国府町谷運動場 鳥取市国府町清水380 H15 2,258
市教委国府町分室
0857-39-0563

福田地区
コミュニティー広場

鳥取市福部町中 H2.10 1,573 器具庫、便所、休憩室、管理棟、器具
福部町地域振興課
0857-75-2811

事業費16,900千円

河原町湯谷スポーツ広場 鳥取市河原町湯谷222 S62.11 4,038.14
市教委河原町分室
0858-76-3122

事業費10,500千円
国補

河原町八上スポーツ広場 鳥取市河原町曳田745-1 H8.8 2,041 29×58 便所、器具庫
市教委河原町分室
0858-76-3122

H8.7に拡張工事
事業費16,689千円

河原町河原スポーツ広場 鳥取市河原町長瀬48-1 S57.8 2,398
市教委河原町分室
0858-76-3122

河原町国英スポーツ広場 鳥取市河原町山手461-1 S56.1 1,737
市教委河原町分室
0858-76-3122

旧国英小運動場

河原町天神原スポーツ広場
鳥取市河原町天神原
(河川敷)

S57.6 1,500
市教委河原町分室
0858-76-3122

河原町総合運動場 鳥取市河原町山手631-1 H2.3 13,150 便所、器具庫、管理室
市教委河原町分室
0858-76-3122

事業費142,000千円
国補(農林水産省)

用瀬町興徳運動広場 鳥取市用瀬町鷹狩33-1
S50.3
改修S54.6
　　S61.3

2,718 バックネット、便所
市教委用瀬町分室
0858-87-3787

国補

用瀬町社スポーツ広場 鳥取市用瀬町宮原84-1 S50.10 4,966
ソフトボール場1面、バックネット、
駐車場、便所、器具庫

市教委用瀬町分室
0858-87-3787

国補(山村振興)

用瀬町屋住運動場 鳥取市用瀬町屋住210 S60.4 2,609 器具庫
市教委用瀬町分室
0858-87-3787

電源立地促進交付金

佐治町多目的運動広場 鳥取市佐治町大井 S62.11 8,000 85×85 器具庫、フェンス、更衣室、便所,照明
市教委佐治町分室
0858-88-0218

事業費66,449千円
国補
34,650千円(農水省)
県補　3,400千円

佐治町多目的広場 鳥取市佐治町高山 H7 3,000 フェンス、便所
市教委佐治町分室
0858-88-0218

気高町運動場 鳥取市気高町八橋407-96
S23.4
改修S41.4
　　H4.7

8,600 84×85 バックネット、器具庫
市教委気高町分室
0857-82-1411

旧浜村中グランド
S41.4転用
事業費8,755千円

砂丘公園運動場 鳥取市気高町浜村 900
市都市計画課
0857-20-3273

気高町運動広場 鳥取市気高町浜村612
S62.4
改修H5

11,025 105×105 バックネット、便所、照明
市教委気高町分室
0857-82-1411

事業費89,416千円
国補(農林水産省)
照明(文部省補助)

青谷町勝部グランド 鳥取市青谷町紙屋188-5 S56.4 2,053
市教委青谷町分室
0857-85-0014

旧勝部小グランド

青谷町勝部グランド第2グラウンド 鳥取市青谷町紙屋110 S56 3,897 多目的広場
市教委青谷町分室
0857-85-0014

青谷町グラウンド 鳥取市青谷町青谷1351 H5.1 27,037 野球場、テニスコート4面、管理棟
市教委青谷町分室
0857-85-0014

青谷町農村広場 鳥取市青谷町青谷5283 S63.3 10,000 管理棟、多目的運動場
市教委青谷町分室
0857-85-0014

事業費91,250千円
国補(農林水産省)

青谷町日置グラウンド 鳥取市青谷町山根218 S39 3,190 多目的広場
市教委青谷町分室
0857-85-0014

青谷町中郷グラウンド 鳥取市青谷町亀尻257-2 S41 10,298 多目的広場
市教委青谷町分室
0857-85-0014

鹿野町運動広場 鳥取市鹿野町鹿野2285 S58.3 16,700 130×130
野球場1面、テニスコート4面、ゲートボー
ル1面、管理棟(便所、器具庫)、駐車場
(64台)、照明

市教委鹿野町分室
0857-84-2131

事業費395,853千円
国補(農林水産省)

鹿野小学校屋外運動場 鳥取市鹿野町鹿野1888 H13.4 10,000 170×60

鹿野小(学校体育)
0857-84-1100
市教委鹿野町分室
(社会体育)
0857-89-2131

事業費5,700千円
国補(文部省)

日置谷グラウンド 鳥取市青谷町奥崎388 H1 4,869 多目的広場
市教委青谷町分室
0857-85-0014

日野川運動公園
米子市車尾7丁目、上福原及び
皆生2丁目地内(河川敷)

S50.6
改修S59.5

81,792
野球場7面、サッカー(ラグビー)場2面、便
所、倉庫

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費49,000千円
(有)平井工業に管理委託

東山補助グラウンド 米子市東山町102 S54.4 8,000 バックネット1、サッカーゴール1組
米子市民体育館
0859-33-2861

旧一中グラウンド
S54.4転用
(有)平井工業に管理委託

東山スポーツ広場 米子市車尾653-1 H6.3 16,000 ソフトボール場2面、照明4基
米子市民体育館
0859-33-2861

事業費219,418千円
国補(建設省)
(有)平井工業に管理委託

米子市営河崎公園スポーツ広場 米子市河崎3333-1 H17.12 9,400 マルチハロゲン灯　8灯4基
米子市民体育館
0859-33-2861

指定管理者（有）平井工業

日野川堰運動広場 米子市古豊千地内(河川敷) H6.3 30,000 グランドゴルフ場2面
米子市民体育館
0859-33-2861

事業費140,000千円
(有)平井工業に管理委託

大和公園運動広場 米子市淀江町中間1154-1 H4.4 10,200
200mトラック8コース
駐車場(750㎡)、便所、遊具休憩所、芝
(4,067㎡)、クレイ(2,562㎡)

米子市民体育館
0859-33-2861

都市計画公園
(有)平井工業に管理委託

淀江スポーツ広場 淀江町西原789 S59.3 15,400 140×140 マルチハロゲン灯　8灯10基
米子市民体育館
0859-33-2861

(有)平井工業に管理委託

市民スポーツ広場 倉吉市巖城(竹田橋上流) S53.10 12,950 37×350 運動場3面
市スポーツセンター
0858-22-5674

米子市教育文化事業団に管理
委託

久米農村広場 倉吉市福冨 S63.11 16,072 多目的広場
北谷公民館
0858-28-０９６９

指定管理者
北谷公民館

倉吉市営関金多目的広場 倉吉市関金町関金宿1734-1 H10.4
野球場、テニス場、多目的広場、
屋根付多目的広場

市スポーツセンター
0858-22-5676

指定管理者
(財)市教育振興事業団

倉吉市関金屋根付多目的広場 倉吉市関金町関金宿1734-1 H10.4 12,000 照明設備、トイレ
市スポーツセンター
0858-22-5677

国補(建設省)7千万円
事業費1億4千万円
(財)市教育振興事業団に管理委
託

境港市 市民スポーツ広場 境港市夕日ヶ丘1丁目4133-9 H13.4 28,000
バックネット3箇所、器具庫
便所×2、野球3面
少年サッカー4面

市民体育館
0859-42-6770

指定管理者
境港市体育協会

カ　運動場（多目的広場900㎡以上）

鳥取市

米子市

倉吉市

備考設置者 施設名 連絡先
竣　　工

年月
規模

設備の状況所在地



町民総合運動場 岩美町高山

S57.12
付属施設
S58.9
H9.3

27,900 野球場、400ｍ8コース、管理棟、便所
町教委
0857-73-1302

事業費251,300千円
国補(文部省)
(附)事業費15,687千円
国補

東地区屋外運動場 岩美町陸上
東地区自治会
0857-72-8063

学校統合により転用

本庄スポーツ施設 岩美町新井269 4,631
町教委
0857-73-1302

学校統合により転用

田後地区屋外運動場 岩美町田後
田後地区自治会
0857-72-0127

学校統合により転用

岩井地区屋外運動場 岩美町岩井138 8,278
岩井地区自治会
0857-72-2090

学校統合により転用

小田地区屋外運動場 岩美町院内290-3 4,324
小田地区自治会
0857-72-2980

学校統合により転用

網代地区屋外運動場 岩美町網代224 S33.3 3,179 便所
網代地区自治会
0857-72-1902

学校統合により転用

蒲生地区屋外運動場 岩美町蒲生2413-2 4,678
蒲生地区自治会
0857-76-0636

学校統合により転用

岩井スポーツ施設 岩美町岩井 H4.3 5,000
便所、駐車場、ゲートボール、テニス、
グランドゴルフ場各1面

岩井地区自治会
0857-72-2090

事業費30,000千円

郡家運動場 八頭町奥谷
S51.9
拡張S58.5

9,657
広場1面、テニスコート2面、スタンド、
バックネット、照明、本部席、便所

郡家公民館
0858-72-3113

事業費184,000千円
国補（文部省）

郡家ふれあいドーム 八頭町下門尾 H8.8

屋外
   1,113.43
屋内
        5,021

人工芝ゲートボールコート、芝生広場、
夜間照明、多目的広場、休憩所

町保健センター
0858-72-3566

八東総合運動公園 八頭町徳丸 H7.9 62,253
野球場、屋根付多目的広場、
屋外多目的広場

管理事務所
0858-84-2890

事業費1,803,866千円

船岡運動場多目的グランド
八頭町坂田
(トレーニングセンター隣接)

S58.9 10,700 バックネット、便所、器具庫、照明、ベンチ
船岡トレーニングセンター

0858-73-0621
事業費142,866千円
国補(農林水産省)

若桜町ふれあい広場 若桜町若桜 H10.3 8,000
屋内運動場、多目的広場、照明、
便所、駐車場

町教委
0858-82-2213

事業費7,753千円
国補

中之島公園 若桜町若桜 H13.12 23,100
野球場1面、ナイター照明、
遊具、芝広場、駐車場

町建設課
0858-82-2236

わかさ氷ノ山多目的広場 若桜町春米 H11.7 7,500
サッカー、ゲートボール、
グランドゴルフ可、アメフト用ゴール1本

氷太くん
0858-82-1111

池田花の木広場・多目的広場 若桜町中原320 Ｈ元.3 5,178 多目的広場、照明、遊具
町教委
0858-82-2213

事業費51,697千円
国補
転用（H21.4.1）

智頭町民運動場 智頭町智頭728-5 S52.11 10,210
ゲートボールコート1面、
100ｍ直線8コース、200ｍ8コース

町教委
0858-75-3112

31,990千円

総合運動場 智頭町智頭2682-1 S63.3 20,068
多目的スポーツ広場(11,913㎡)
テニスコート(3,041㎡)

町教委
0858-75-3112

事業費311,429千円

東郷運動場 湯梨浜町久見136-1 S47.1 9,800 100×98
バックネット、トラック、器具室、
シャワー、便所

町教委
0858-32-1987

事業費395,738千円
国補

東郷運動公園多目的広場 湯梨浜町川上885 H11.4 9,400 サッカーゴール、トイレ
町教委
0858-32-1987

桜コミュニティー 湯梨浜町松崎619 S30 6,271 サッカーゴール、便所
町教委
0858-32-1987

花見コミュニティー 湯梨浜町門田4-2 S39 7,594 バックネット、便所
町教委
0858-32-1987

大昭地区スポーツ広場 三朝町恩地 S56.11 2,642 ゲートボール場2面
中央公民館
0858-43-3513

助谷地区スポーツ広場 三朝町助谷 S59 1,300 ゲートボール場1面
中央公民館
0858-43-3513

坂本農村公園 三朝町坂本 S59 1,668
ゲートボール場1面
遊具

中央公民館
0858-43-3513

竹田農村公園 三朝町本泉 S59.3 1,551
ゲートボール場2面
遊具

町教委
0858-43-3518

湯谷地区スポーツ広場 三朝町湯谷 S60 1,430 ゲートボール場1面
中央公民館
0858-43-3513

森地区スポーツ広場 三朝町森 S63 900 ゲートボール場1面
中央公民館
0858-43-3513

福山地区スポーツ広場 三朝町福山 S63 3,036 ゲートボール場5面
中央公民館
0858-43-3513

多目的スポーツ広場 三朝町本泉736 S60.1 4,173 クレーコート
町教委
0858-43-3518

事業費107,200千円
国補

北条運動場 北栄町土下 S47 11,000 100×110
バックネット、水道、フェンス、
便所、野球場1面

北栄町B&G海洋セン
ター0858-36-4331

天神川河川敷多目的
運動場

北栄町江北 S55.10 11,000 100×110 サッカーゴール
北栄町B&G海洋セン
ター0858-36-4331

河川敷(建設省所管)

北条多目的広場 北栄町国坂 S63.3 1,569
北栄町B&G海洋セン
ター0858-36-4331

事業費8,000千円
国補

大栄運動場 北栄町由良宿
S44.3
改修S55.3

8,418
中堅　　　90
右翼　　　65
左翼　　　80

便所、器具庫
北栄町B&G海洋セン
ター0858-36-4331

㊓
国補（通産省）

老人センター
ゲートボール場

北栄町瀬戸 S55.9 30×60
町老人福祉センター
0858-37-4522

お台場公園多目的広場 北栄町由良宿１４５８－１６ H3.3 8,900
多目的広場（8,900㎡）、キャンプ場
テニスコート4面
ゲートボールコート4面

公園管理事務所
0858-37-4888

総事業費925,968千円
県補助金15,000千円

聖郷運動広場 琴浦町釛 S55.6 9,621 90×92 野球場1面、遊具、器具庫、便所、砂場
町教委
0858-52-2047

事業費20,800千円
国補（農林水産省）

古布庄運動広場 琴浦町古長 S58.10 6,825 105×65
野球場1面、遊具、休憩所、便所、フェン
ス

町教委
0858-52-2047

事業費16,300千円
国補（農林水産省）

琴浦町東伯総合公園
多目的広場

琴浦町田越５６０ S59.5 8,025 92×92 屋外ステージ
町教委
0858-52-2047

事業費2,500,000千円
国補（建設省）

赤碕総合運動公園
多目的広場

琴浦町松谷 H4.6 11,768 135×80 便所、器具庫、事務所、照明
町教委
0858-55-2707

南部町営総合グランド 南部町馬場764 S40.11 11,000 105×104 バックネット、ダックアウト
町教委
0859-64-3787

天津運動公園 南部町福成743 S55.9 4,995 テニスコート2面、児童遊具、便所
町教委
0859-64-3787

事業費37,912千円
国補(通産省)

東長田山村広場 南部町中97 S59.11 3,929 0859-66-5115

南さいはく地域振興協議会へ管
理委託
事業費41,346千円
国補(農林水産省)
県補

西伯カントリーパーク 南部町能竹397-1 H3.3 6,000

野球場(13,690㎡)
多目的広場(6,000㎡)
テニスコート(4,060㎡)
ゲートボール(1,660㎡)

西伯カントリーパーク
0859-66-5008

国補(建設省)
事業費1,055,000千円

おおくに山村広場 南部町原868ｰ7 H10.1 6,014 バックネット
大国地域振興協議会
0859-66-5266

事業費46,111千円
国補(農林水産省)

南部町民運動場 南部町浅井72 S47.3 4,500 90×50 スポーツハウス隣接
町教委
0859-64-3787

南部町越敷野町民運動場 南部町池野 H6.3 4,000 150mトラック5コース
町教委
0859-64-3787

事業費68,665千円

伯耆町民グランド 伯耆町大殿41 S47.8 11,200 140×80
バックネット2、200mトラック、
100m直線コース、照明

伯耆町総合スポーツ公
園0859-68-3775

事業費44,855千円
国補

総合スポーツ公園
多目的グランド

伯耆町大原1006‐3 H6.6 12,000
全面天然芝
サッカー場1面、サッカーゴール、

伯耆町総合スポーツ公
園0859-68-3775

日光農村広場 伯耆町栃原28-1 H2.8 8,050 6,400 器具庫、フェンス
日光公民館
0859-63-0305

事業費
国補(農水省)
日光公民館

海浜運動公園 日吉津村日吉津 H13.3.23 13,722 多目的広場、芝生広場、駐車場、便所
村建設課
0859-27-0211

日野川河川敷運動公園 日吉津村富吉 H19.3.30 31,436
野球グラウンド
サッカーグラウンド

0859-27-5953

日吉津村

若桜町

八頭町

岩美町

三朝町

智頭町

北栄町

湯梨浜町

伯耆町

南部町

琴浦町



高麗運動場 大山町妻木
S54.11
(改修)

4,945 バックネット、フェンス
高麗コミュニティーセンター

0859-53-4167
旧高麗小学校運動場

大山農村運動広場 大山町今在家 S58.3 10,980 70×150 バックネット、フェンス、倉庫
トレーニングセンター
0859-53-8139

事業費46,480千円
国補(農水省)

大山グラウンド 大山町佐摩 H2.9 8,736 バックネット、フェンス、倉庫
大山小学校
0859-53-3104

国補(文部省)

大山国体広場 大山町大山145-11 H3.3 13,678 芝生
観光商工課
0859-53-3110

国補(文部省)
県補

大山運動広場 大山町大山145-12 H3.3 9,130 芝生
観光商工課
0859-53-3110

国補(文部省)
県補

仁王堂公園芝生広場 大山町宮内 H7.5.3 12,300
便所、器具室、
ゲートボール場2面他、自由広場

大山支所
まちづくり推進課
0859-53-3311

事業費150,000千円

名和総合運動公園広場 大山町名和 H5.12 38,600 アスレチック遊具、駐車場
名和スポーツランド
0859-54-2035

事業費558,800千円

名和地域休養施設
運動場

大山町加茂2663 S57.6 17,100
バックネット、フェンス、便所、駐車場、芝
生

山香荘
0859-54-2211

国補(農林水産省)

屋内軽スポーツ場 大山町御来屋 H11.10 1,957 ゲートボール1面、便所
保健福祉センターなわ
0859-54-5207

中山運動場 大山町下甲1017 S51.3 6,000 100×60 器具室、便所
中山公民館
0858-58-2334

事業費18,700千円
国補
S60.12より財処分により縮小

中山多目的広場 大山町羽田井 H).4 3,700 トイレ 0858-58-2081

中山多目的広場 大山町下甲 S62.10 3,400 85×40 1面、テニスコート5面
中山公民館
0858-58-2334

事業費8,430千円
国補(農林水産省)

夕陽の丘神田第1多目的広場 大仙町加茂2663 Ｈ24.11 9,506 98×97 天然芝夜間照明有 大山町観光商工課

夕陽の丘神田第2多目的広場 大仙町加茂2663 Ｈ24.11 8,816 116×76 ロングパイル人工芝夜間照明有 大山町観光商工課

日南町総合運動場 日南町生山450 S37.10 13,860 140×90～95
300ｍトラック、100m直線コース、
バックネット、照明、更衣室

日南町教育委員会
0859-82-1118

事業費146,621千円

日南町多里山村広場 日南町萩原 S59.12 8,905 100×90 休憩室
ふるさと日南邑
0859-83-1188

事業費123,128千円
国補(農林水産省)

ふるさとにちなん邑
運動広場

日南町神戸上 S60.3 10,000 100×100
ふるさと日南邑
0859-83-1188

事業費67,000千円
国補(農林水産省)

阿毘縁運動広場 日南町下阿毘縁 H元.3 10,000 100×100 バックネット、更衣室、休憩室(ログハウス)
ゆきんこ村四季彩
0859-87-0431

事業費103,719千円
国補(農水省)

ファームイン日南邑 日南町神戸上 S61.8 11,800 研修棟、ログハウス、宿泊施設、食堂
ふるさと日南邑
0859-83-1188

ふる里日南邑

阿毘縁運動公園 日南町阿毘縁 S62.10 10,000 研修棟、食堂、宿泊施設
ゆきんこ村四季彩
0859-87-0431

ゆきんこ村四季彩

下石見農村広場 日南町下石見1267-1 H3.3 1,545 1面
日南町建設農林課
0859-82-1113

矢戸農村広場 日南町矢戸1201 H4.4 1,000 1面、便所、器具庫
日南町建設農林課
0859-82-1113

日南町多里山村広場 日南町萩原490-2 S60.1 31,924 1面、便所、器具庫
日南町建設農林課
0859-82-1113

宝谷農村広場 日南町印賀137 S62.6 2,077 1面、便所、器具庫
日南町建設農林課
0859-82-1113

霞農村広場 日南町霞1572 H4.4 1,234 1面、便所、器具庫
日南町建設農林課
0859-82-1113

日野町 日野町運動広場 日野町津地686 H3.4 9,600 100×96 便所、器具庫、フェンス、遊具
日野町役場産業振興課
0859-72-2101

事業費35,000千円

江府町
江府町運動公園
総合グラウンド

江府町州河崎 S56 12,483
トラック1周300m、
野球利用時2面、ナイター設備

管理事務所
0859-75-3229

㊓
事業費159,000千円
電源交付金

県立布勢総合運動公園
補助競技場

鳥取市布勢146-1 S59.5 18,326
400m6コース
全天候型
トイレ、器具庫

布勢総合運動公園
0857－28-7221

第3種公認
(建設当時からH14改修までは第
5種公認)
(財)鳥取県体育協会に管理委託
事業費106,000千円
国補(建設省）

県立布勢総合運動公園
多目的広場

鳥取市布勢146-1 S62.4 13,794 10447 トイレ、器具庫、更衣室、駐車場
布勢総合運動公園
0857－28-7221

東郷湖羽合臨海公園
スポーツ広場

湯梨浜町藤津 H2.10 10,799 芝生
あやめ池
スポーツセンター
0858－32－2231

東郷湖羽合臨海公園
ハワイ夢広場

湯梨浜町南谷 H2.10 2,604
放送室、器具庫、ロッカー、トイレ、
更衣室、人工芝、屋根付

東郷湖羽合臨海公園
ハワイ夢広場
0858－35－4622

東郷湖羽合臨海公園
多目的広場

湯梨浜町南谷 S63.4 8,760 真砂土
あやめ池
スポーツセンター
0858－32－2231

県

日南町

大山町

㎡ ｍ×ｍ

レーク大樹
グランドゴルフ場

鳥取市金沢 S62.7 3,447
芝コース　8ホール
土コース　8ホール
2面

レーク大樹
0857-37-0301

(財)鳥取市教育福祉振興会

鳥取市営サッカー場
バードスタジアム

鳥取市蔵田423 H7.7 40,804
メインサッカー場1面、サブグウンド1面、
スタンド、電光掲示盤、照明設備

市営サッカー場バードス
タジアム管理事務所
0857-53-6565

指定管理者
(財)鳥取県サッカー協会

白兎グラウンドゴルフ場 鳥取市伏野1611 H12.8 17,500 3面
管理事務所
0857-59-2220

河原町総合運動場
(グラウンドゴルフ)

鳥取市河原町山手631-1 H11 3,288
芝　1面　8ホール 市教委河原町分室

0858-76-3122

青谷町グラウンドゴルフ場 鳥取市青谷町善田34-1 H12 3,233 芝　1面　8ホール
市教委青谷町分室
0857-85-0014

米子市 東山球技場 米子市車尾661-1 S59.9 13,075
サッカー兼ラグビー場
観覧席メイン504人

米子市民体育館
0859-33-2861

事業費124,866千円
国補(建設省)
(有)平井工業に管理委託

倉吉市 倉吉市営ラグビー場 倉吉市駄経寺町2-3-1 S59.6 22,371 管理棟
市スポーツセンター
0858-22-5674

指定管理者
(財)市教育振興事業団

岩美町 岩井グラウンドゴルフ場 岩美町宇治 H9.3 7,000
8ホール
2コース

町教育委員会
0857-73-1302

若桜町 八幡グラウンド・ゴルフコース 若桜町若桜501 H27.3 6,481 グラウンド・ゴルフコース1面
町教育委員会
0858-82-2213

湯梨浜町
グラウンド･ゴルフのふるさと公園
潮風の丘とまり

湯梨浜町泊 H&.4 15,000
グラウンドゴルフ専用コース
芝　３コース×８ホール

潮風の丘とまり
クラブハウス
0858-34-3217

指定管理者
(株)チュウブ

北栄町 レークサイド大栄 北栄町西高尾 H13.3 12,000
グラウンドゴルフ専用コース
3コース×9ホール

レークサイド大栄
0858－57－2323

総事業費15億5千4百万
(レークサイド大栄全体）

琴浦町 琴浦町サッカー場 琴浦町田越560 H4 8,970 芝105×68 スタンド
町教委
0858－52－2047

伯耆町総合スポーツ公園
(ラグビー場)

伯耆町大原1006-3 H7.4 17,400 140×80
全面天然芝
ラグビーゴール常設、ラグビーコート1面

伯耆町総合スポーツ公園
(グラウンドゴルフ場)

伯耆町大原1006-3 H13.10 6,000
天然芝
8ホール　2コース

県
布勢総合運動公園
球技場

鳥取市布勢146-1 S59.5 25,358 154×84
照明、サッカー、ラグビー場1面、
観客席(芝3,000人)、更衣室

布勢総合運動公園
0857-28-7221

竣工年月
規模

設備の状況 連絡先 備考

キ　球技場(ゲートボール場を除く）

鳥取市

伯耆町
伯耆町総合スポーツ公
園0859-68-3775

設置者 施設名 所在地


