
鳥取市 安蔵公園スキー場 鳥取市河内 H3.10
スロープ長360m、標高差70m、平均斜度
12度

リフト2基(160m、130m)
安蔵公園管理事務所
0857-56-0024

若桜町 わかさ氷ノ山スキー場 若桜町舂米
S63.12
H元.1

ロマンスコース
全長500m、平均斜度8度、最高斜度20
度、標高770～860m
パノラマコース
全長1000m、平均斜度10度、最高斜度32
度、標高860～1005m
チャレンジコース
全長500m、平均斜度18度、最高斜度37
度、標高1003～1200m
アルパインコース
全長500m、平均斜度10度、最高斜度28
度、標高880～940m
イヌワシコース
全長1000m、平均斜度17度、最高斜度39
度、標高780～950m

スノーボード全面OK

若桜町観光協会
0858-82-2237
若桜町観光開発事業団
0858-82-1111

伯耆町 桝水高原スキー場 伯耆町大内桝水高原 S60.12
スロープ長
面積30ha
平均斜度12度

リフト3基
延1,286㎡ナイター設備

桝水フィールドステー
ション
0859-52-2420

エムケイ開発株式会社
(指定管理者)

大山町 大山町営中の原スキー場 大山町大山
S32.12
(H6.12.12)

スロープ長900m、面積10ha平均斜度17
度、最大斜度28度

リフト4基　延1,678ｍ
(トリプル3、ペア1)

中ノ原スキーセンター
0859-52-2447

事業費1,410,000千円
職員2名

奥大山スキー場 江府町御机 S57.12
スロープ長1,300m、190,000㎡
平均斜度21度、最大斜度35度

リフト2基(395ｍ、488ｍ)
事務所
0859-77-2828

総工費109,000千円

鏡ヶ成スキー場 江府町鏡ヶ成 S36.11
スロープ長400m、幅300m　132,000㎡
平均斜度25度、最大斜度38度

リフト１基　225m
休暇村
奥大山
0859-75-2300

総工費27,000千円
江府町

セ　スキー場（リフト）

設置者 施設名 所在地 備考竣工年月 規模・斜面の形状 設備の状況 連絡先

大山町営ジャンプ台 大山町豪円山 S56.3
30m級
50m級

審判棟(１棟)
観光商工課
0859-53-3110

事業費51,600千円
県補

大山シャンツェ 大山町大山 H3.11 ノーマルヒルK点90ｍ
飛型審判塔
スタートハウス
記録処理設備

観光商工課
0859-53-3110

事業費673,147千円

ソ　ジャンプ台

設置者 施設名 所在地

大山町

備考竣工年月 規模 設備の状況 連絡先

常設相撲場 鳥取市西品寺 H9.3 144㎡
相撲場1面
上屋
鉄砲

市教委体育課
0857-20-3373

西中学校 鳥取市寿町907 H16.11 115.03㎡
相撲場1面
上屋
鉄砲

西中
0857-23-3342

倉吉市 倉吉市営相撲広場 倉吉市葵町
S57.3
改修S62

2,860㎡
相撲場1面、上屋
スタンド420人

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

若桜町 屋堂羅相撲場 若桜町屋堂羅 H11.3.10 188㎡
相撲場124.4
相撲館64

伊井野政之
0858-82-0760

湯梨浜町 泊相撲場 湯梨浜町泊 H6.4 64㎡
相撲場1面、上屋
スタンド420人上屋、更衣室

町教委
0858-32-1987

琴浦町 東伯武道館(屋内相撲場） 琴浦町浦安119 相撲場1面
町教委
52-2047

日南町 日南町相撲場 日南町生山 相撲場1面
町教育委員会
0859-82-1118

県 県立武道館相撲場 米子市両三両 H12.9 248㎡
屋内1面
屋外1面

武道館
0859-24-9300

鳥取県体育協会に管理委託

連絡先

鳥取市

設置者 施設名 所在地

タ　相撲場

備考竣工年月 規模 設備の状況

久松山ＯＬ
　パーマネントコース

鳥取市(市役所) S53 10Km
市教委体育課
0857-20-3373

日本オリエンテーリング委員会公認　No.513

宇倍野山ＯＬ
　パーマネントコース

鳥取市国府町(総合支所) S48.10 12Km
市教委国府町分室
0857-39-0563

日本オリエンテーリング委員会公認　No.144

佐治川ダムＯＬ
　パーマネントコース

鳥取市佐治町尾際
(佐治谷青少年旅行村)

S54 7Kｍ
市教委佐治町分室
0858-88-0218

日本オリエンテーリング委員会公認　No.539

鹿野城跡ＯＬ
　パーマネントコース

鳥取市鹿野町(国民宿舎山紫苑) S51 12Km
市教委鹿野町分室
0857-84-2131

日本オリエンテーリング委員会公認　No.375

大山町
大山ＯＬ
　パーマネントコース

大山町大山(町営レストハウス) S52 6Km
大山町教委
0859-54-5212

日本オリエンテーリング委員会公認　No.419

日野町
鵜の池ＯＬ
　パーマネントコース

日野町黒坂(町公民館) S48 10Km 町公民館 日本オリエンテーリング委員会公認　No.120

チ　オリエンテーリングコース

鳥取市

施設・整備の状況 連絡先 備考施設名 所在地（出発点） 竣工年月

㎡ ｍ×ｍ

倉吉市
倉吉スポーツセンター
(合宿所）

倉吉市葵町591 S57.3
鉄筋コンクリート
3階建

1,234
1階　517.5㎡
2階　　357㎡
3階　359.5㎡

宿直室、食堂、研修室、炊事室、浴場、
便所、宿泊室12室(6人×12室)定員90
人、談話室、事務室、監督室

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

鳥取商業高校 鳥取市湖山町北
S43.4
改修18.1

木造2階建 330.27

厨房34.86㎡
食堂65.74㎡
和室59.89㎡
洋室53.14㎡
他

厨房、食堂、浴室、便所、和室、洋室
鳥商高
0857-28-0156

八頭高校 八頭町久能寺 S26.10
木造平屋スレー
ト葺

264.99
八頭高
0858-72-0033

境高校 境港市上道町 H2.8 鉄骨 704.28 353.66㎡
境高
0859-44-0441

高校

ス　合宿所

設置者 施設名 所在地 竣工年月 備考構造
規模

設備の状況 連絡先


