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スポーツ施設事業部

施工実績

施工実績

大阪府堺市に2010年3月完成した日本最大規模の
サッカー練習施設。サッカーの他にも、アメリカン
フットボールやラグビーにも使用することが可能。
全9面ある人工芝フィールドのうち、6面に
Dream Turfが採用されています。

人工芝フィールド（照明設備付）［2面］

PT2050RSpro ACS75（ショックパッド25mm）

クッション性に優れ、天然芝に限りなく近いFIFA 2 Star
規格に準じた人工芝フィールド。照明を備え、夜間の使用も
可能。　［JFA公認グラウンド］

1

第二球技場／補助競技場
PT2040 RS+ ACS65

抜群の耐久性・起毛性に温度抑制機能をプラスしたクールタイプの人工芝を

採用。真夏でもより快適な環境でプレーできます。　［JFA公認グラウンド］

人工芝フィールド［3面］

MX2055

高い安全性とプレー性能を兼ね備えた2種混合タイプの
人工芝。
［JFA公認グラウンド］

2 400mトラック付人工芝フィールド［1面］

MX2055

400mトラックの内側に人工芝フィールドを設置。サッ
カー、ラグビー、アメリカンフットボールなどの各スポーツ
の他、運動会などにも利用可能。
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J-GREEN 堺（堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター）

東京都内屈指の充実した体育施設を備える総合運動公園。

その中の第二球技場と補助競技場にDream Turfが採用

されています。サッカーをはじめ、アメリカンフットボール、

ラグビーなど多目的に使用できる人工芝フィールドです。

駒沢オリンピック公園総合運動場
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Construction Results

北海道・東北

甲信越

清水エスパルス　三保サッカー場
エスパルス　ドリームフィールド清水
エスパルス　ドリームフィールド静岡（富士）
焼津市野球場
コパンスポーツクラブ　フットサル場
光建　フットサルコート
フットボールコミュニティー名古屋
フットボールコミュニティー浜松
愛知万博　愛・地球広場人工芝広場
トヨタ自動車　ラグビー場
小牧スポーツアリーナ　サッカー場
名古屋グランパス　サッカー場
刈谷市総合運動公園　サッカー場
南山大学付属小学校　校庭
豊川高等学校・校舎総合グラウンド
名古屋学院大学　瀬戸キャンパス　ラグビー場／第2グラウンド（サッカー）
静清工業高校　室内練習場
浜松大学　サッカー場
フットサルドーム　ロプタフジ　
御殿場市サッカー協会フットサル場
東海フットサルクラブアネックス篠原
エスパルス　ドリームフィールド駿東　フットサルコート
エスパルス　ドリームフィールド藤枝　フットサルコート
佐川急便研修センター（多目的）
かなや大井川緑地サッカー場
不二越工業高校　室内練習場
ホンダアクティブランド多目的グラウンド
グラシアス西条　フットサルコート
伊勢市朝熊山麓公園芝生球技場広場（サンアリーナ）
アスルクロラ沼津　フットサルコート
島田工業高等学校　グラウンド
沼津フットサルリゾートTerrific
柳津小学校　中庭
中津川公園　野球場
東海学園大学 野球場／多目的グラウンド（ラグビー）
静岡商業高校　室内練習場
サルファス清水　フットサルコート
石垣池公園陸上競技場　アップスペ－ス
松坂商業高校　屋外コート
津島メインクラブ　フットサルコート
大垣北公園野球場
浜松医科大学　サッカー場
名城大学　第2グラウンドアウトフィールド／ラグビー場アップグラウンド
フットサルティオ　知立／刈谷／岡崎
アマンダンテラス（多目的）
至学館高等学校　野球練習場
東海フットサルクラブ
センプレフットサルクラブ
清水ナショナルトレーニングセンター　サッカー場
静岡中央高等学校　グラウンド
中山公園野球場　グラウンド
浜松市立佐鳴台小学校　中庭
柳川瀬運動公園　サッカー場
岐阜メモリアルセンター　野球場
浅中公園陸上競技場
とこはグリーンフィールド　サッカー場
伊豆市天城ドーム（多目的）
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・ 北海道
・ 東北
・ 甲信越
・ 中部・北陸

枝幸町サッカー場 日本文理高等学校グラウンド

トヨタスポーツセンター

富士緑の休暇村　人工芝グラウンド

つなぎ多目的運動場

札幌サッカーアミューズメントパーク
富岡高等学校　サッカー場
札幌市東雁来公園　サッカー場
ユリコサッカースタジアム
岩手県フットボールセンター（サッカー場／アップスペース）
新琴似清香保育園（多目的）
札幌第一高等学校（多目的）
湯沢東小学校・湯沢北中学校　校庭
南売市保育園　園庭（屋上グラウンド）
矢巾町立矢巾中学校　ハンドボール場（多目的）
石巻市上釜ふれあい広場（サッカー）
山形明正高等学校　第一グラウンド（サッカー／多目的）
タカセイ　フットサル場
石巻市総合運動公園　石巻市民球場
男鹿市総合運動公園　多目的広場グラウンド（サッカー）
十六沼公園（多目的）
東北旭日紙業　フットサルコート
セントポール幼稚園　園庭
東光スポーツ公園　球技場（多目的）
秋田県立秋田工業高等学校　ラグビー場 
宮城県利府高等学校（多目的）
秋田県立秋田中央高等学校（ラグビー）
秋田市八橋運動公園（多目的）
十六沼公園（多目的）
帯広大谷高等学校　室内練習場（多目的）
つなぎ多目的運動場（サッカー）
石巻工業高校室内練習場（野球）
遠野市国体記念公園市民サッカー場
東川町サッカー場
福島空港公園（多目的／フットサル）
旧繁田小学校 屋内運動場（多目的）
岩手町総合グラウンド（多目的）
登米市東和総合運動公園（多目的）

JNS女神湖サッカー場
イナリールホテル　ラグビー場
グランセナ新潟サッカースタジアム
地球環境高校　サッカー場
昭和町押原公園　サッカー場
新潟市鳥屋野運動公園　サッカー場
清水建設新潟営業所屋上（多目的）
柏崎市海岸公園　運動広場
北越高等学校　中庭／グラウンド
日本文理高等学校グラウンド（多目的）
富士緑の休暇村　人工芝グラウンド（サッカー／ラグビー）
上越市柿崎総合運動公園　サッカー場
韮崎市勤労青年センター　サッカー場
新潟県立新潟西高等学校　屋内練習場（多目的）
糸魚川市営美山球場（野球）
日本航空高等学校 メイングラウンド／室内練習場（多目的）
山喜荘　グラウンド（サッカー／ラグビー）
東京工学院　佐久サッカーグラウンド
初狩憩いの公園（サッカー）
塩尻市中央スポーツ公園サッカー場
駿台甲府高等学校 今井キャンパス（多目的）
フットサルクラブ・エフスリー東新潟
フットサルクラブ　エフスリー亀田
フットサルクラブ　エフスリー寺尾
燕フットサルコート
上越高校グラウンド（多目的）
千曲市サッカー場
天狗ロッジ（サッカー／ラグビー）
テルモ フットサル場
軽井沢中学校（多目的）
菅平国際ホテルベルニナ グラウンド（多目的）

函館市フットボールパーク（サッカー／フットサル）
札幌サッカーアミューズメントパーク室内フットサル場
東北学院高等学校（多目的）
新蛇田公園（多目的）
東根市グラウンド（サッカー） 
高畠中学校グラウンド（多目的）
米軍三沢基地 アメリカンフットボール場
遠軽町スポーツ広場（多目的）
鮭川村多目的運動公園（多目的）
青森田中学園 サッカー場／室内練習場（多目的）
青森大学 室内練習場（野球）
山形市新野球場
枝幸町サッカー場
松前中学校グラウンド
とわの森三愛高等学校（サッカー）
秋田商業高等学校 サッカーグラウンド
青森市スポーツ広場 サッカー場
MIFAフットボールパーク仙台（フットサル）
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フットサルポイント　SALU相模原
フットサルポイント　SALU狭山
フットサルポイント　J-FOOT浦和美園
フットサルポイント　SALU鴻巣
フットサルポイント　SALU宇都宮
フットボールコミュニティー松戸
フットボールコミュニティー八柱
フットボールコミュニティー美浜
フットボールコミュニティー幕張
フットボールコミュニティー佐倉
フットボールコミュニティー越谷
フットボールコミュニティー野田
スポーツコミュニティー浜野
佐野フットサル
鹿沼市フットサル
水戸ホーリーホック　フットサル
茨城県総和町フットサル場
鹿嶋市ト伝の郷運動公園多目的球技場
太田市総合運動公園野球場
上武大学　サッカー場／野球場
順天堂大学　サッカー場／ラグビー場
本田技研　鶴ヶ島野球場
横浜愛児園　屋上人工芝
桐蔭学園　野球場／サッカー場
日本大学中学校・高等学校　校庭グラウンド／第二グラウンド
日産自動車追浜総合グランド人工芝（サッカー）
横浜みなとみらいスポーツパークサッカー場
湘南白百合学園　校庭
川崎市古市場小学校　多目的広場
産業能率大学　第2グラウンド
マリノスタウンサッカー場
獨協大学　総合グラウンド（サッカー/ラグビー/アメリカンフットボール/フットサル）
米軍横須賀基地（サッカー/アメリカンフットボール）
水城高等学校　校庭
鴻巣幼稚園　中庭
専修大学　生田北グラウンド
湘南工科大学フットサル
茅ヶ崎フットサル
越谷フットサル
ミナトサッカークラブ
大東文化大学　野球場
尾上台幼稚園　園庭
フットサルポート柏の葉
東京横浜独逸学園　サッカー場
芝浦工業大学　フットサル場
佐藤栄小学校　校庭
川越東高校　室内練習場
保土ヶ谷総合公園ラグビー場

フタバスポーツフットサルコート
水戸市少年サッカー場和市光が丘中学校　フットサル場
下溝フットサルコート
浦安市明海球技場　少年サッカー場
宇都宮市清原野球場
宇都宮市サッカー場
太田あすなろ会末広保育園　園庭
木更津中央高校　校庭グラウンド
太田市サッカー場
堀崎公園多目的グラウンド（大宮アルディージャ）
川口市赤井少年サッカー場
三浦高等学校　校庭
江戸川大学　サッカー場
つくば市サッカー場
綾瀬スポーツ公園　サッカー場／ソフトボール場／第1野球場
成田市　中台運動公園サッカー場
筑波大学　ラグビー場
俊輔パーク　フットサルコート
成立学園 鷲宮グラウンド（サッカー）
鎌倉女子大学　中・高等部　校庭／初等部　校庭
暁星国際学園　グラウンド（サッカー）
高津保育園　園庭
綾瀬市サッカー場
リーヴ新百合ヶ丘フットサルクラブ　フットサル／多目的
横浜市玄海田公園　グラウンド（サッカー／野球）
玉縄すこやかセンター　ゲートボール場
伊勢崎市あずまスタジアム　サッカー場
フットステージ一休　フットサル場
武蔵大学　朝霞グラウンド（サッカー場／ラクロス場）
明徳大学　多目的グラウンド
大磯ロングビーチ　フットサル場
カナリーニョFC　サッカー場
パレット保育園たまプラーザ　園庭
成田市　大栄野球場（ナスパスタジアム）
浅野学園　ハンドボール場
茨城大学付属幼稚園・小学校　グラウンド
パレット保育園長津田　園庭
コビープリスクールせきやど　フットサル場
花咲徳栄高校　室内練習場
明海大学　フットサル／陸上イントラック（サッカー）
立教大学富士見グラウンド　室内（多目的）／アメリカンフットボール場／サッカー場
厚木市　及川球技場（多目的）
八千代松陰高校　ラグビー場
國學院大学　たまプラーザキャンパス（サッカー場）

中部・北陸 関東

・ 中部・北陸
・ 関東

厚木市　及川球技場

成立学園 鷲宮グラウンド

順天堂大学　サッカー場

順天堂大学　ラグビー場

立教大学富士見グラウンド　アメリカンフットボール場

パレットごてんば多目的広場

木曽三川公園138パーク遊具広場
サンワ開発　フットサル施設
アウパ　フットサル場
東芝四日市工場　フットサルコート
相川学園静清高等学校　高田グラウンド／室内練習場
長泉町健康公園　多目的小広場
丸尾パーク　フットサルコート
大沢野運動公園　屋内グラウンド（多目的）
中池公園陸上競技場　アウトフィールド／多目的
焼津市立小川保育園（多目的）
名古屋中学・高等学校（多目的）
日本大学三島高等学校（多目的）
浜松開誠館中学・高等学校　総合グラウンド（多目的）
愛知学院大学　日進キャンパス第4グラウンド
愛知学院大学　名城公園キャンパス（景観）
中泉保育園（多目的）
静岡県立科学技術高等学校　グラウンド
菊川運動公園　多目的広場芝生グラウンド（サッカー）
菊川中・高等学校　野球部室内練習場
日医工株式会社サッカー場
杉崎公園グラウンド（サッカー）
PROVA清水フットサルコート
キクカワエンタープライズ（景観）
平口スポーツ施設 浜松市浜北平口サッカー場
サンワフィールドばらの丘（フットサル）
伊勢フットボールヴィレッジ（サッカー）
本田技研都田サッカー場
椙山女学園大学附属小学校　校庭
ジョイフットタウン MIKAWA ANJO（フットサル）
金沢学院東高等学校　野球部室内練習場
金沢学院大学　野球部室内練習場
常葉大学 静岡キャンパス グラウンド（ソフトボール）／草薙校舎中庭（フットサル）
中伊豆ワイナリーヒルズ　ベースボールグラウンド
あゆみ第２保育園　屋上（多目的）
中京大学　豊田キャンパス　サッカー場
岐阜経済大学（サッカー）
やわらぎ森のスタジアム（多目的）
名港スポーツセンター練成館（野球）
静岡大学　浜松キャンパス運動場（サッカー／野球）
ブリンカールフットサルスタジアム安城（多目的）
遊学館高等学校　野球部室内練習場

トヨタ車体株式会社　富士松総合グランド（多目的）
中京学院大学　多目的広場
翠ヶ丘多目的広場（多目的）
白糸自然公園 多目的広場（多目的）
尾西運動場グラウンド（多目的）
長泉町竹原グラウンド（多目的）
いこいの広場掛川球場（野球） 
日本福祉大学 第2グラウンド（多目的） 
三丁公園多目的広場（多目的） 
三重県立四日市中央工業高等学校 グラウンド（サッカー）
東濃信用金庫虎渓山研修センター（多目的）
静岡市立清水桜ヶ丘高等学校グラウンド（多目的）
洗心福祉会 第二はなこま保育園（多目的）
芦原児童公園 多目的グラウンド（多目的）
帝人アカデミー富士サッカー場 
蟹江町希望の丘広場フットサルコート
トヨタスポーツセンター 陸上競技場／サッカー場
ららぽーと磐田屋外ステージ（多目的）
東海大学付属静岡翔洋高等学校 グランド（多目的）
桑名市NTN総合運動公園サブグラウンド（多目的）
赤塚山公園市民スクエア（サッカー）
愛知フットサルクラブ
本田技研工業 細江グラウンド（多目的）
小笠山総合運動公園エコパ（多目的）
黒笹公園多目的広場（多目的）
藤枝総合運動公園（多目的）
パレットごてんば多目的広場
日医工製剤 開発棟グラウンド（多目的）
名古屋経済大学 高蔵高校・中学校グラウンド（多目的）
やわらぎの森スタジアム スタンド（多目的）
高平メモリアル常願寺スポーツパーク（サッカー）
小牧市スポーツ公園（サッカー）
名張市民陸上競技場（サッカー）
鞍ｹ池公園園路広場（多目的）
星城高等学校（多目的）
ヤマハ加茂グラウンド（ジュビロ磐田練習施設）（サッカー）
水橋FCグラウンド（サッカー）
リコプリエンテFC（フットサル）
常葉学園橘中学校・高等学校（多目的）
浜松市船明ダム運動公園野球場（天竜球場）
鶴舞公園サッカー場
東邦大学 日進キャンパス グラウンド（サッカー）
中央スポーツ公園（野球場）

伊勢フットボールヴィレッジ

三重県立四日市
中央工業高等学校

グラウンド

浜松開誠館高等学校
総合グラウンド

水城高等学校　校庭

横浜市玄海田公園
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フットサルポイント　SALU相模原
フットサルポイント　SALU狭山
フットサルポイント　J-FOOT浦和美園
フットサルポイント　SALU鴻巣
フットサルポイント　SALU宇都宮
フットボールコミュニティー松戸
フットボールコミュニティー八柱
フットボールコミュニティー美浜
フットボールコミュニティー幕張
フットボールコミュニティー佐倉
フットボールコミュニティー越谷
フットボールコミュニティー野田
スポーツコミュニティー浜野
佐野フットサル
鹿沼市フットサル
水戸ホーリーホック　フットサル
茨城県総和町フットサル場
鹿嶋市ト伝の郷運動公園多目的球技場
太田市総合運動公園野球場
上武大学　サッカー場／野球場
順天堂大学　サッカー場／ラグビー場
本田技研　鶴ヶ島野球場
横浜愛児園　屋上人工芝
桐蔭学園　野球場／サッカー場
日本大学中学校・高等学校　校庭グラウンド／第二グラウンド
日産自動車追浜総合グランド人工芝（サッカー）
横浜みなとみらいスポーツパークサッカー場
湘南白百合学園　校庭
川崎市古市場小学校　多目的広場
産業能率大学　第2グラウンド
マリノスタウンサッカー場
獨協大学　総合グラウンド（サッカー/ラグビー/アメリカンフットボール/フットサル）
米軍横須賀基地（サッカー/アメリカンフットボール）
水城高等学校　校庭
鴻巣幼稚園　中庭
専修大学　生田北グラウンド
湘南工科大学フットサル
茅ヶ崎フットサル
越谷フットサル
ミナトサッカークラブ
大東文化大学　野球場
尾上台幼稚園　園庭
フットサルポート柏の葉
東京横浜独逸学園　サッカー場
芝浦工業大学　フットサル場
佐藤栄小学校　校庭
川越東高校　室内練習場
保土ヶ谷総合公園ラグビー場

フタバスポーツフットサルコート
水戸市少年サッカー場和市光が丘中学校　フットサル場
下溝フットサルコート
浦安市明海球技場　少年サッカー場
宇都宮市清原野球場
宇都宮市サッカー場
太田あすなろ会末広保育園　園庭
木更津中央高校　校庭グラウンド
太田市サッカー場
堀崎公園多目的グラウンド（大宮アルディージャ）
川口市赤井少年サッカー場
三浦高等学校　校庭
江戸川大学　サッカー場
つくば市サッカー場
綾瀬スポーツ公園　サッカー場／ソフトボール場／第1野球場
成田市　中台運動公園サッカー場
筑波大学　ラグビー場
俊輔パーク　フットサルコート
成立学園 鷲宮グラウンド（サッカー）
鎌倉女子大学　中・高等部　校庭／初等部　校庭
暁星国際学園　グラウンド（サッカー）
高津保育園　園庭
綾瀬市サッカー場
リーヴ新百合ヶ丘フットサルクラブ　フットサル／多目的
横浜市玄海田公園　グラウンド（サッカー／野球）
玉縄すこやかセンター　ゲートボール場
伊勢崎市あずまスタジアム　サッカー場
フットステージ一休　フットサル場
武蔵大学　朝霞グラウンド（サッカー場／ラクロス場）
明徳大学　多目的グラウンド
大磯ロングビーチ　フットサル場
カナリーニョFC　サッカー場
パレット保育園たまプラーザ　園庭
成田市　大栄野球場（ナスパスタジアム）
浅野学園　ハンドボール場
茨城大学付属幼稚園・小学校　グラウンド
パレット保育園長津田　園庭
コビープリスクールせきやど　フットサル場
花咲徳栄高校　室内練習場
明海大学　フットサル／陸上イントラック（サッカー）
立教大学富士見グラウンド　室内（多目的）／アメリカンフットボール場／サッカー場
厚木市　及川球技場（多目的）
八千代松陰高校　ラグビー場
國學院大学　たまプラーザキャンパス（サッカー場）

中部・北陸 関東

・ 中部・北陸
・ 関東

厚木市　及川球技場

成立学園 鷲宮グラウンド

順天堂大学　サッカー場

順天堂大学　ラグビー場

立教大学富士見グラウンド　アメリカンフットボール場

パレットごてんば多目的広場

木曽三川公園138パーク遊具広場
サンワ開発　フットサル施設
アウパ　フットサル場
東芝四日市工場　フットサルコート
相川学園静清高等学校　高田グラウンド／室内練習場
長泉町健康公園　多目的小広場
丸尾パーク　フットサルコート
大沢野運動公園　屋内グラウンド（多目的）
中池公園陸上競技場　アウトフィールド／多目的
焼津市立小川保育園（多目的）
名古屋中学・高等学校（多目的）
日本大学三島高等学校（多目的）
浜松開誠館中学・高等学校　総合グラウンド（多目的）
愛知学院大学　日進キャンパス第4グラウンド
愛知学院大学　名城公園キャンパス（景観）
中泉保育園（多目的）
静岡県立科学技術高等学校　グラウンド
菊川運動公園　多目的広場芝生グラウンド（サッカー）
菊川中・高等学校　野球部室内練習場
日医工株式会社サッカー場
杉崎公園グラウンド（サッカー）
PROVA清水フットサルコート
キクカワエンタープライズ（景観）
平口スポーツ施設 浜松市浜北平口サッカー場
サンワフィールドばらの丘（フットサル）
伊勢フットボールヴィレッジ（サッカー）
本田技研都田サッカー場
椙山女学園大学附属小学校　校庭
ジョイフットタウン MIKAWA ANJO（フットサル）
金沢学院東高等学校　野球部室内練習場
金沢学院大学　野球部室内練習場
常葉大学 静岡キャンパス グラウンド（ソフトボール）／草薙校舎中庭（フットサル）
中伊豆ワイナリーヒルズ　ベースボールグラウンド
あゆみ第２保育園　屋上（多目的）
中京大学　豊田キャンパス　サッカー場
岐阜経済大学（サッカー）
やわらぎ森のスタジアム（多目的）
名港スポーツセンター練成館（野球）
静岡大学　浜松キャンパス運動場（サッカー／野球）
ブリンカールフットサルスタジアム安城（多目的）
遊学館高等学校　野球部室内練習場

トヨタ車体株式会社　富士松総合グランド（多目的）
中京学院大学　多目的広場
翠ヶ丘多目的広場（多目的）
白糸自然公園 多目的広場（多目的）
尾西運動場グラウンド（多目的）
長泉町竹原グラウンド（多目的）
いこいの広場掛川球場（野球） 
日本福祉大学 第2グラウンド（多目的） 
三丁公園多目的広場（多目的） 
三重県立四日市中央工業高等学校 グラウンド（サッカー）
東濃信用金庫虎渓山研修センター（多目的）
静岡市立清水桜ヶ丘高等学校グラウンド（多目的）
洗心福祉会 第二はなこま保育園（多目的）
芦原児童公園 多目的グラウンド（多目的）
帝人アカデミー富士サッカー場 
蟹江町希望の丘広場フットサルコート
トヨタスポーツセンター 陸上競技場／サッカー場
ららぽーと磐田屋外ステージ（多目的）
東海大学付属静岡翔洋高等学校 グランド（多目的）
桑名市NTN総合運動公園サブグラウンド（多目的）
赤塚山公園市民スクエア（サッカー）
愛知フットサルクラブ
本田技研工業 細江グラウンド（多目的）
小笠山総合運動公園エコパ（多目的）
黒笹公園多目的広場（多目的）
藤枝総合運動公園（多目的）
パレットごてんば多目的広場
日医工製剤 開発棟グラウンド（多目的）
名古屋経済大学 高蔵高校・中学校グラウンド（多目的）
やわらぎの森スタジアム スタンド（多目的）
高平メモリアル常願寺スポーツパーク（サッカー）
小牧市スポーツ公園（サッカー）
名張市民陸上競技場（サッカー）
鞍ｹ池公園園路広場（多目的）
星城高等学校（多目的）
ヤマハ加茂グラウンド（ジュビロ磐田練習施設）（サッカー）
水橋FCグラウンド（サッカー）
リコプリエンテFC（フットサル）
常葉学園橘中学校・高等学校（多目的）
浜松市船明ダム運動公園野球場（天竜球場）
鶴舞公園サッカー場
東邦大学 日進キャンパス グラウンド（サッカー）
中央スポーツ公園（野球場）

伊勢フットボールヴィレッジ

三重県立四日市
中央工業高等学校

グラウンド

浜松開誠館高等学校
総合グラウンド

水城高等学校　校庭

横浜市玄海田公園
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中央学院大学　サッカー場
東京国際大学　女子ソフトボール場／陸上競技場インフィールド（サッカー）
共愛学園　グラウンド（多目的）
小山フットサルクラブ　エフスリー
桐光学園　第三グラウンド（多目的）
港区芝給水場サッカー場
東京ベイボーイズ　サブグラウンド（野球場）
東邦大学付属中・高等学校　野球場／ハンドボール場／サッカー場
江ノ電ベルマーレ　フットサル場
川越フットサルリゾート
佐野市運動公園多目的球技場
東海大学付属高輪台高等学校　総合グラウンド（サッカー）
水戸英宏小学校　校庭
粟野総合運動公園フットサルコート
東海大学　野球場
京葉銀行（多目的）
日立製作所　ソフトボール室内練習場
秀明大学　陸上競技場インフィールド（サッカー／ラグビー／多目的サブグラウンド）
千葉日本大学第一中学校・高等学校　グラウンド（サッカー／ラグビー）
フットサル・ウィローフィールズ
淑徳大学　生実町多目的グラウンド
アディダスフットサルパークあざみ野
星野学園小学校 屋内運動場　星野ドーム（多目的）
浦和実業学園中学校・高等学校　グラウンド（ハンド／多目的）
河島建設グラウンド（フットサル）
関東学院六浦小学校　校庭
横須賀リーフスタジアム（サッカー）
浦安市運動公園スポーツコート（フットサル）
茂原北陵高等学校　サッカー場
日立柏総合グラウンド　柏レイソル練習場
日立柏レイソル　サッカー屋内練習場
横浜市立南高等学校（ハンドボール）
高崎市立高崎経済大学附属高等学校　第二グラウンド
丸山公園 サッカー場
群馬県立高崎高等学校　室内練習場（野球）
防衛大学校 ラグビー場
法政大学第二中・高等学校　川崎グラウンド（サッカー／ラグビー／多目的）
法政大学第二中・高等学校 野球場／多目的
坂東市緑のスポーツ広場　フットサル場
関東学園大学　サッカー場

東海大学付属相模高等学校　松前記念総合グラウンド
東海大学付属相模高等学校　野球部室内練習場
浦安市総合公園球技場（ラグビー／サッカー）
芝浦工業大学柏高等学校　校庭
埼玉平成高等学校（サッカー）
岩名運動公園　サッカー場
横浜FC東戸塚フットボールパーク in 横浜スポーツマンクラブ
菊地サッカー・ラグビー場（多目的）
群馬県立高崎東高等学校　室内練習場（野球）
銀座deフットサル　川崎ルフロンスタジアム
暁星国際流山幼稚園　園庭
横浜国立大学（フットサル）
長友フィールド（フットサル）
石滝サッカー場（茨城県立高萩工業高等学校跡地）
八千代市陸上競技場インフィールド（サッカー／ラグビー）
Cap Futsal Field東大宮
東大宮フットサル場
高崎健康福祉大学（多目的）
宇都宮短期大学グラウンド（サッカー）
立教新座キャンパス陸上競技場（多目的）
大和ゆとりの森 中規模多目的スポーツ広場（多目的）
埼玉スタジアム第四グラウンド（サッカー）
志木フットサル場
作新学院大学サッカー場
ＪＸホールディングス等々力野球場
ゆとりの森 中規模多目的スポーツ広場（多目的）
藤嶺学園藤沢中・高等学校 グラウンド（多目的）
市川学園市川中学校・高等学校 グラウンド（多目的）
熊谷市スポーツ・文化村グラウンド（多目的）
バンテリージャ横浜スポーツパーク（フットサル）
晴山幼稚園 園庭（多目的）
鴨川市陸上競技場 サブスペース（多目的）
十文字学園大学 サッカー場／中庭（多目的）
ふじみ野市多目的グラウンド（多目的）
さいたまスタジアム フットサル場
青山学院大学緑が丘グラウンドラグビー場 
ベイシア伊勢崎西部モール フットサル場 
東京成徳大学八千代キャンパス サッカー場
川崎市立川崎高等学校・中学校（多目的） 
関東学院小学校（多目的）
淑徳大学千葉キャンパス（多目的）
城西大学坂戸キャンパス（多目的）

相模川流域下水道 
左岸処理場上部グラウンド（多目的）
タイケン学園 利根町キャンパスグラウンド（多目的）／野球場
常総運動公園 自由広場（サッカー）
邑楽町スポーツレクリエーション広場（多目的）
高瀬下水処理場上部運動広場（多目的）
フクダ電子フィールド多目的広場（JEF市原・千葉練習場）（サッカー）
浅野学園・浅野中学高等学校（多目的）
さいたま市営堀崎公園グラウンド（アルディージャ練習施設）（サッカー）
國學院大學相模原グラウンド球技場（ラグビー）
流通経済大学柏高校ラグビー場（ラグビー）
晃スポーツセンター（多目的）
栃木県立真岡高校（多目的）
三浦学苑佐島なぎさの丘グラウンド（サッカー）
相模原市横山公園多目的フィールド
水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド）
光明学園相模原高等学校（多目的）
青木町公園総合運動場（多目的）
常総広域運動場（多目的）
東京電機大学 鳩山キャンパス（多目的）
芝浦工業大学 大宮キャンパスグラウンド（多目的）

関東

成田市大栄野球場

フクダ電子フィールド多目的広場

・ 関東

千葉経済大学（多目的）
ステラモール屋上フットサル施設
千葉商科大学（多目的）
ルーベン高崎サッカー場
埼玉工業大学（サッカー）
長島記念公園（野球）
霞ヶ浦高等学校（多目的）
桐蔭学園 多目的グラウンド／野球場
電力中央研究所横須賀地区Southエリア（多目的）
サンセットブリーズ保田（フットサル）
関東学院大学 金沢文庫キャンパス陸上競技場外周部（多目的）
柳島スポーツ公園陸上競技場 インフイールド（多目的）
神奈川県立体育センター（サッカー／フットサル）
横浜清風高等学校（多目的）
神栖市矢田部サッカー場
おおね公園多目的広場　
共栄大学 サッカー場
桐光学園 サッカー場
栃木県足利市サッカー場
ト伝の里運動公園（多目的）

東海大学付属相模高等学校 ルーベン高崎サッカー場
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中央学院大学　サッカー場
東京国際大学　女子ソフトボール場／陸上競技場インフィールド（サッカー）
共愛学園　グラウンド（多目的）
小山フットサルクラブ　エフスリー
桐光学園　第三グラウンド（多目的）
港区芝給水場サッカー場
東京ベイボーイズ　サブグラウンド（野球場）
東邦大学付属中・高等学校　野球場／ハンドボール場／サッカー場
江ノ電ベルマーレ　フットサル場
川越フットサルリゾート
佐野市運動公園多目的球技場
東海大学付属高輪台高等学校　総合グラウンド（サッカー）
水戸英宏小学校　校庭
粟野総合運動公園フットサルコート
東海大学　野球場
京葉銀行（多目的）
日立製作所　ソフトボール室内練習場
秀明大学　陸上競技場インフィールド（サッカー／ラグビー／多目的サブグラウンド）
千葉日本大学第一中学校・高等学校　グラウンド（サッカー／ラグビー）
フットサル・ウィローフィールズ
淑徳大学　生実町多目的グラウンド
アディダスフットサルパークあざみ野
星野学園小学校 屋内運動場　星野ドーム（多目的）
浦和実業学園中学校・高等学校　グラウンド（ハンド／多目的）
河島建設グラウンド（フットサル）
関東学院六浦小学校　校庭
横須賀リーフスタジアム（サッカー）
浦安市運動公園スポーツコート（フットサル）
茂原北陵高等学校　サッカー場
日立柏総合グラウンド　柏レイソル練習場
日立柏レイソル　サッカー屋内練習場
横浜市立南高等学校（ハンドボール）
高崎市立高崎経済大学附属高等学校　第二グラウンド
丸山公園 サッカー場
群馬県立高崎高等学校　室内練習場（野球）
防衛大学校 ラグビー場
法政大学第二中・高等学校　川崎グラウンド（サッカー／ラグビー／多目的）
法政大学第二中・高等学校 野球場／多目的
坂東市緑のスポーツ広場　フットサル場
関東学園大学　サッカー場

東海大学付属相模高等学校　松前記念総合グラウンド
東海大学付属相模高等学校　野球部室内練習場
浦安市総合公園球技場（ラグビー／サッカー）
芝浦工業大学柏高等学校　校庭
埼玉平成高等学校（サッカー）
岩名運動公園　サッカー場
横浜FC東戸塚フットボールパーク in 横浜スポーツマンクラブ
菊地サッカー・ラグビー場（多目的）
群馬県立高崎東高等学校　室内練習場（野球）
銀座deフットサル　川崎ルフロンスタジアム
暁星国際流山幼稚園　園庭
横浜国立大学（フットサル）
長友フィールド（フットサル）
石滝サッカー場（茨城県立高萩工業高等学校跡地）
八千代市陸上競技場インフィールド（サッカー／ラグビー）
Cap Futsal Field東大宮
東大宮フットサル場
高崎健康福祉大学（多目的）
宇都宮短期大学グラウンド（サッカー）
立教新座キャンパス陸上競技場（多目的）
大和ゆとりの森 中規模多目的スポーツ広場（多目的）
埼玉スタジアム第四グラウンド（サッカー）
志木フットサル場
作新学院大学サッカー場
ＪＸホールディングス等々力野球場
ゆとりの森 中規模多目的スポーツ広場（多目的）
藤嶺学園藤沢中・高等学校 グラウンド（多目的）
市川学園市川中学校・高等学校 グラウンド（多目的）
熊谷市スポーツ・文化村グラウンド（多目的）
バンテリージャ横浜スポーツパーク（フットサル）
晴山幼稚園 園庭（多目的）
鴨川市陸上競技場 サブスペース（多目的）
十文字学園大学 サッカー場／中庭（多目的）
ふじみ野市多目的グラウンド（多目的）
さいたまスタジアム フットサル場
青山学院大学緑が丘グラウンドラグビー場 
ベイシア伊勢崎西部モール フットサル場 
東京成徳大学八千代キャンパス サッカー場
川崎市立川崎高等学校・中学校（多目的） 
関東学院小学校（多目的）
淑徳大学千葉キャンパス（多目的）
城西大学坂戸キャンパス（多目的）

相模川流域下水道 
左岸処理場上部グラウンド（多目的）
タイケン学園 利根町キャンパスグラウンド（多目的）／野球場
常総運動公園 自由広場（サッカー）
邑楽町スポーツレクリエーション広場（多目的）
高瀬下水処理場上部運動広場（多目的）
フクダ電子フィールド多目的広場（JEF市原・千葉練習場）（サッカー）
浅野学園・浅野中学高等学校（多目的）
さいたま市営堀崎公園グラウンド（アルディージャ練習施設）（サッカー）
國學院大學相模原グラウンド球技場（ラグビー）
流通経済大学柏高校ラグビー場（ラグビー）
晃スポーツセンター（多目的）
栃木県立真岡高校（多目的）
三浦学苑佐島なぎさの丘グラウンド（サッカー）
相模原市横山公園多目的フィールド
水戸市立サッカー・ラグビー場（ツインフィールド）
光明学園相模原高等学校（多目的）
青木町公園総合運動場（多目的）
常総広域運動場（多目的）
東京電機大学 鳩山キャンパス（多目的）
芝浦工業大学 大宮キャンパスグラウンド（多目的）

関東

成田市大栄野球場

フクダ電子フィールド多目的広場

・ 関東

千葉経済大学（多目的）
ステラモール屋上フットサル施設
千葉商科大学（多目的）
ルーベン高崎サッカー場
埼玉工業大学（サッカー）
長島記念公園（野球）
霞ヶ浦高等学校（多目的）
桐蔭学園 多目的グラウンド／野球場
電力中央研究所横須賀地区Southエリア（多目的）
サンセットブリーズ保田（フットサル）
関東学院大学 金沢文庫キャンパス陸上競技場外周部（多目的）
柳島スポーツ公園陸上競技場 インフイールド（多目的）
神奈川県立体育センター（サッカー／フットサル）
横浜清風高等学校（多目的）
神栖市矢田部サッカー場
おおね公園多目的広場　
共栄大学 サッカー場
桐光学園 サッカー場
栃木県足利市サッカー場
ト伝の里運動公園（多目的）

東海大学付属相模高等学校 ルーベン高崎サッカー場
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目黒区八雲小学校　校庭
六本木ヒルズ前庭
鹿島建設　野球場（柴崎グラウンド）
鹿島ディアース　アメリカンフットボール場（柴崎グラウンド）
東京農業大学第一高校　校庭
下高井戸運動場
新宿三越　屋上フットサルコート
代々木公園フットサル
宮下公園フットサル
西原スポーツセンター
渋谷区代々木小学校　校庭
渋谷区山谷小学校　校庭
西原小学校　校庭
臨川小学校　校庭
上原小学校　校庭
富谷小学校　校庭
神南小学校　校庭
中幡小学校　校庭
猿楽小学校　校庭
本町東小学校　校庭
広尾小学校　校庭
幡代小学校　校庭
辰巳の森ラグビー練習場
東海大学菅生高等学校　サッカー場
昭和記念公園フットサル場
早稲田大学　野球場
大東文化大学　野球場
大崎シンクパーク　フットサルフィールド
一橋大学　ラグビー場
國學院久我山中学・高等学校 人工芝グラウンド／第3グラウンド（ラグビー）
品川区野球場
狭山フットサル場
光建フットサルコート
朝鮮大学　サッカー場
四谷小学校　校庭
武蔵工業大学中高等学校　校庭
明治安田生命　八王子グリーンランド
獨協高校　校庭
武蔵高等学校　サッカー場／野球場
玉川学園　多目的グラウンド
拓殖大学　グラウンド
竹早高校　校庭
松庵公園（多目的）
創価大学　野球場ブルペン／サッカー場
明治大学付属　明治高等学校・中学校　調布グラウンド
マロンテラスフットサルコート
世田谷公園野球場
駒澤大学高等学校　校庭
慶応病院　グラウンド
八王子高校　中庭
板橋三園小学校　校庭
法政大学　ラグビー場／サッカー場／多目的グラウンド
暁星学園　グラウンド（1階・2階）

明大中野高校　校庭
専修大学附属高等学校　校庭
本郷学園　グラウンド（多目的）／2号館屋上（多目的）
川村学園　幼稚園
成城学園中学校　校庭
麻布小学校　校庭
セガ・サミーホールディングス　野球場
江戸川区水辺のスポーツガーデン　野球場／多目的広場
世田谷区総合運動場　野球場
成立学園高等学校（赤羽グラウンド）
成立学園幼稚園　園庭
お台場冒険王めちゃ畑牧場（多目的）
ブリティッシュスクール　多目的グラウンド
港区御田小学校　校庭
港区青山小学校　校庭
日本大学　野球場（八幡山グラウンド）
K.インターナショナルスクール　校庭
足立区立新田小学校　校庭
赤羽スポーツの森公園競技場　サッカー場
三鷹市大沢総合グラウンド（サッカー／フットサル）
桜美林大学　野球場
創価高校　東大和グラウンド（野球）
浮間子どもスポーツ広場
目黒星美学園小学校　校庭
港区東町小学校　校庭
成蹊大学　サッカー場
暁星小学校　校庭（サッカー）
日大文理外周走路（多目的）
八王子市戸吹スポーツ公園　グラウンド（サッカー／ラグビー）
港区芝浦小学校　校庭
新宿区西戸山小・中一貫校　校庭
宮前平保育所（多目的）
目黒区東山公園（多目的）
渋谷区西原フットサル場
八丈島南原スポーツ公園　野球場
ひばりが丘団地公園（フットサル）
早稲田高等学院　ハンドボール場
東海大学高輪校舎　屋上多目的広場
第三日野小学校（多目的）
駒場学園高等学校（多目的）
マダレナ・カノッサ幼稚園（多目的）
御成門小学校（多目的）
東京学芸大学　サッカー
港区立港南小学校　校庭

港区立港南中学校　グラウンド（多目的）
江戸川区臨海球技場第一グラウンド（ラグビー／アメフト／サッカー）
成城学園　第二グラウンド（多目的）
中央大学付属高等学校（多目的）
渋谷本町学園（多目的）
修徳高等学校（多目的）
板橋区立板橋第四小学校　校庭
品川区立第二延山小学校　校庭
足立区立竹の塚小学校　校庭
成城学園初等学校　校庭
渋谷区立西原小学校　校庭
大妻多摩高等学校（多目的）
豊島区立朝日小学校　校庭
立教池袋高等学校　（投てき／多目的）
新宿区立戸塚第一小学校　校庭
新河岸東公園（多目的）
東京未来大学グラウンド（フットサル）
栗島幼稚園　屋上（園庭）
昭和女子大学　多目的球技広場
ららぽーと豊洲（多目的）
桜美林学園　桜グラウンド（サッカー／ラグビー／アメフト／ラクロス）
東京ドームシティ スポドリ！（多目的）
お台場冒険王（多目的）
昭和女子大学附属昭和小学校　校庭
品川区立立会小学校　校庭
大田区立仲六郷小学校　校庭
東京都立大泉高等学校・附属中学校 グラウンド（多目的）
新宿区立戸山小学校（多目的）
板橋区新河岸東公園　フットサル場
足立区立加平小学校（多目的）
松蔭幼稚園（多目的）
ヤス・フットサルスタジアム世田谷
東京経済大学　アメリカンフットボール場／フットサル場／サッカー・ラグビー場（多目的）
実践学園中学・高等学校　サッカー場／多目的
東京朝鮮第一初中級学校（多目的）
実践学園高尾総合グラウンド（多目的）
MIFA Football Park（フットサル）
成城高校屋上（多目的）
東京経済大学室内練習場（多目的）
練馬フットサルパーク
グレイディア昭島マンション広場（多目的）
武蔵野美術大学（多目的）
足立区鹿浜第一小学校（多目的）
足立区花畑第一小学校（多目的）

新宿区市ヶ谷小学校（多目的）
淑徳小学校（多目的）
成城中学校・高等学校 屋上（多目的）
十文字中学・高等学校 グラウンド（多目的）
品川区ウエルカムセンター原交流館 グラウンド（多目的）
多摩市旧南豊ヶ丘小学校 グラウンド（サッカー）
足立区足立小学校グラウンド（多目的）
新宿区新宿中央公園 フットサル場
荒川区民運動場（多目的）
明星小学校グラウンド（多目的）
鷲宮上部調整池運動公園（多目的）
渋谷区西原スポーツセンター（多目的）
早稲田大学高等学院 北グラウンド／新グラウンド（多目的）
東京経済大学 野球場 
タイケン学園グラウンド（多目的）
東久留米総合高等学校 グラウンド（多目的）
東京成徳大学（多目的）
北区浮間保育園（多目的）
大田区嶺町小学校（多目的）
ヤマザキ学園大学 南大沢キャンパス（多目的）
日本大学医学部多目的グラウンド（多目的）
東芝府中ラグビー場
早稲田実業学校王貞治記念グラウンド（野球）
私学事業団総合運動場（多目的）
本町五丁目公園（多目的）
南部防災公園（多目的）
城南島ポートグラウンド（多目的）
明星学園 グラウンド（多目的）
足立区関原小学校（多目的）
明治学院中学校・東村山高等学校（多目的）
品川区台場小学校（多目的）
東京都市大付属小学校（多目的）
品川区立伊藤小学校（多目的）
渋谷区上原中学校（多目的）
インテルアカデミー 東京工学院（府中）（サッカー）
足立区古千谷小学校（多目的）
足立区千住小学校（多目的）
帝京中学・高等学校 板橋グラウンド（多目的）
足立区鹿浜五色桜小学校（多目的）
都立駒場高等学校（多目的）
第一三共品川研究開発センター グランド（フットサル）
北区田端小学校（多目的）
足立区亀田小学校（多目的）
駒沢大学高等学校（多目的）
堀越学園グラウンド（多目的）
味の素スタジアム インゴール人工芝（ラグビー）
日野自動車 総合グラウンドラグビー場
日本大学商学部 大蔵グラウンド（多目的）
品川区小山小学校（多目的）
足立区伊興小学校（多目的）
東京都品川区大井第一小学校（多目的）
葛飾区堀切中学校（多目的）
足立区栗原小学校（多目的）
日本大学櫻丘高等学校 （多目的）
台東リバーサイドスポーツセンター野球場
大成高校（多目的）
葛飾区水元運動公園（多目的）
都立石神井高校（フットサル）
港区芝給水所（サッカー）
昭和島2丁目公園（多目的）

東京

法政大学　サッカー場

・ 東京

明治学院中学校・東村山高等学校

早稲田実業学校
王貞治記念グラウンド

日野自動車 総合グラウンド
ラグビー場

東久留米総合高等学校グラウンド

東京経済大学 野球場

明治安田生命　八王子グリーンランド

暁星学園　グラウンド
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目黒区八雲小学校　校庭
六本木ヒルズ前庭
鹿島建設　野球場（柴崎グラウンド）
鹿島ディアース　アメリカンフットボール場（柴崎グラウンド）
東京農業大学第一高校　校庭
下高井戸運動場
新宿三越　屋上フットサルコート
代々木公園フットサル
宮下公園フットサル
西原スポーツセンター
渋谷区代々木小学校　校庭
渋谷区山谷小学校　校庭
西原小学校　校庭
臨川小学校　校庭
上原小学校　校庭
富谷小学校　校庭
神南小学校　校庭
中幡小学校　校庭
猿楽小学校　校庭
本町東小学校　校庭
広尾小学校　校庭
幡代小学校　校庭
辰巳の森ラグビー練習場
東海大学菅生高等学校　サッカー場
昭和記念公園フットサル場
早稲田大学　野球場
大東文化大学　野球場
大崎シンクパーク　フットサルフィールド
一橋大学　ラグビー場
國學院久我山中学・高等学校 人工芝グラウンド／第3グラウンド（ラグビー）
品川区野球場
狭山フットサル場
光建フットサルコート
朝鮮大学　サッカー場
四谷小学校　校庭
武蔵工業大学中高等学校　校庭
明治安田生命　八王子グリーンランド
獨協高校　校庭
武蔵高等学校　サッカー場／野球場
玉川学園　多目的グラウンド
拓殖大学　グラウンド
竹早高校　校庭
松庵公園（多目的）
創価大学　野球場ブルペン／サッカー場
明治大学付属　明治高等学校・中学校　調布グラウンド
マロンテラスフットサルコート
世田谷公園野球場
駒澤大学高等学校　校庭
慶応病院　グラウンド
八王子高校　中庭
板橋三園小学校　校庭
法政大学　ラグビー場／サッカー場／多目的グラウンド
暁星学園　グラウンド（1階・2階）

明大中野高校　校庭
専修大学附属高等学校　校庭
本郷学園　グラウンド（多目的）／2号館屋上（多目的）
川村学園　幼稚園
成城学園中学校　校庭
麻布小学校　校庭
セガ・サミーホールディングス　野球場
江戸川区水辺のスポーツガーデン　野球場／多目的広場
世田谷区総合運動場　野球場
成立学園高等学校（赤羽グラウンド）
成立学園幼稚園　園庭
お台場冒険王めちゃ畑牧場（多目的）
ブリティッシュスクール　多目的グラウンド
港区御田小学校　校庭
港区青山小学校　校庭
日本大学　野球場（八幡山グラウンド）
K.インターナショナルスクール　校庭
足立区立新田小学校　校庭
赤羽スポーツの森公園競技場　サッカー場
三鷹市大沢総合グラウンド（サッカー／フットサル）
桜美林大学　野球場
創価高校　東大和グラウンド（野球）
浮間子どもスポーツ広場
目黒星美学園小学校　校庭
港区東町小学校　校庭
成蹊大学　サッカー場
暁星小学校　校庭（サッカー）
日大文理外周走路（多目的）
八王子市戸吹スポーツ公園　グラウンド（サッカー／ラグビー）
港区芝浦小学校　校庭
新宿区西戸山小・中一貫校　校庭
宮前平保育所（多目的）
目黒区東山公園（多目的）
渋谷区西原フットサル場
八丈島南原スポーツ公園　野球場
ひばりが丘団地公園（フットサル）
早稲田高等学院　ハンドボール場
東海大学高輪校舎　屋上多目的広場
第三日野小学校（多目的）
駒場学園高等学校（多目的）
マダレナ・カノッサ幼稚園（多目的）
御成門小学校（多目的）
東京学芸大学　サッカー
港区立港南小学校　校庭

港区立港南中学校　グラウンド（多目的）
江戸川区臨海球技場第一グラウンド（ラグビー／アメフト／サッカー）
成城学園　第二グラウンド（多目的）
中央大学付属高等学校（多目的）
渋谷本町学園（多目的）
修徳高等学校（多目的）
板橋区立板橋第四小学校　校庭
品川区立第二延山小学校　校庭
足立区立竹の塚小学校　校庭
成城学園初等学校　校庭
渋谷区立西原小学校　校庭
大妻多摩高等学校（多目的）
豊島区立朝日小学校　校庭
立教池袋高等学校　（投てき／多目的）
新宿区立戸塚第一小学校　校庭
新河岸東公園（多目的）
東京未来大学グラウンド（フットサル）
栗島幼稚園　屋上（園庭）
昭和女子大学　多目的球技広場
ららぽーと豊洲（多目的）
桜美林学園　桜グラウンド（サッカー／ラグビー／アメフト／ラクロス）
東京ドームシティ スポドリ！（多目的）
お台場冒険王（多目的）
昭和女子大学附属昭和小学校　校庭
品川区立立会小学校　校庭
大田区立仲六郷小学校　校庭
東京都立大泉高等学校・附属中学校 グラウンド（多目的）
新宿区立戸山小学校（多目的）
板橋区新河岸東公園　フットサル場
足立区立加平小学校（多目的）
松蔭幼稚園（多目的）
ヤス・フットサルスタジアム世田谷
東京経済大学　アメリカンフットボール場／フットサル場／サッカー・ラグビー場（多目的）
実践学園中学・高等学校　サッカー場／多目的
東京朝鮮第一初中級学校（多目的）
実践学園高尾総合グラウンド（多目的）
MIFA Football Park（フットサル）
成城高校屋上（多目的）
東京経済大学室内練習場（多目的）
練馬フットサルパーク
グレイディア昭島マンション広場（多目的）
武蔵野美術大学（多目的）
足立区鹿浜第一小学校（多目的）
足立区花畑第一小学校（多目的）

新宿区市ヶ谷小学校（多目的）
淑徳小学校（多目的）
成城中学校・高等学校 屋上（多目的）
十文字中学・高等学校 グラウンド（多目的）
品川区ウエルカムセンター原交流館 グラウンド（多目的）
多摩市旧南豊ヶ丘小学校 グラウンド（サッカー）
足立区足立小学校グラウンド（多目的）
新宿区新宿中央公園 フットサル場
荒川区民運動場（多目的）
明星小学校グラウンド（多目的）
鷲宮上部調整池運動公園（多目的）
渋谷区西原スポーツセンター（多目的）
早稲田大学高等学院 北グラウンド／新グラウンド（多目的）
東京経済大学 野球場 
タイケン学園グラウンド（多目的）
東久留米総合高等学校 グラウンド（多目的）
東京成徳大学（多目的）
北区浮間保育園（多目的）
大田区嶺町小学校（多目的）
ヤマザキ学園大学 南大沢キャンパス（多目的）
日本大学医学部多目的グラウンド（多目的）
東芝府中ラグビー場
早稲田実業学校王貞治記念グラウンド（野球）
私学事業団総合運動場（多目的）
本町五丁目公園（多目的）
南部防災公園（多目的）
城南島ポートグラウンド（多目的）
明星学園 グラウンド（多目的）
足立区関原小学校（多目的）
明治学院中学校・東村山高等学校（多目的）
品川区台場小学校（多目的）
東京都市大付属小学校（多目的）
品川区立伊藤小学校（多目的）
渋谷区上原中学校（多目的）
インテルアカデミー 東京工学院（府中）（サッカー）
足立区古千谷小学校（多目的）
足立区千住小学校（多目的）
帝京中学・高等学校 板橋グラウンド（多目的）
足立区鹿浜五色桜小学校（多目的）
都立駒場高等学校（多目的）
第一三共品川研究開発センター グランド（フットサル）
北区田端小学校（多目的）
足立区亀田小学校（多目的）
駒沢大学高等学校（多目的）
堀越学園グラウンド（多目的）
味の素スタジアム インゴール人工芝（ラグビー）
日野自動車 総合グラウンドラグビー場
日本大学商学部 大蔵グラウンド（多目的）
品川区小山小学校（多目的）
足立区伊興小学校（多目的）
東京都品川区大井第一小学校（多目的）
葛飾区堀切中学校（多目的）
足立区栗原小学校（多目的）
日本大学櫻丘高等学校 （多目的）
台東リバーサイドスポーツセンター野球場
大成高校（多目的）
葛飾区水元運動公園（多目的）
都立石神井高校（フットサル）
港区芝給水所（サッカー）
昭和島2丁目公園（多目的）

東京

法政大学　サッカー場

・ 東京

明治学院中学校・東村山高等学校

早稲田実業学校
王貞治記念グラウンド

日野自動車 総合グラウンド
ラグビー場

東久留米総合高等学校グラウンド

東京経済大学 野球場

明治安田生命　八王子グリーンランド

暁星学園　グラウンド
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甲賀市水口スポーツの森　野球場／サッカー場
大阪教育大学　フットサル場
伊吹町野球場
フットサルスクエア京都南
伏見工業高校　第２グラウンド
近鉄花園ラグビー場
明治東洋学院　フットサルコート
南部・臨海公園事務所　公園
同志社香里中学・高等学校　ラグビー場／校庭／多目的
日吉台幼稚園　園庭
共英製鋼枚方事業所　フットサル場
大阪万博記念公園　アメリカンフットボール場
東住吉工業高校　フットサル場
和歌山県美里町農村グラウンド
フットサルポイント　SALU姫路
姫路獨協大学　サッカー場
守山市野州川歴史公園（ビッグレイク）サッカー場
立命館大学　アメリカンフットボール場／ラグビー場
同志社大学　ラグビー場／野球室内練習場
同志社大学京田辺キャンパス サッカー場／アメリカンフットボール場
京都マンガミュージアム（龍池運動場）
姫路フットサル場
京都南フットサルスクエア
飾磨高校　グラウンド
てんとう虫パーク　フットサル場
和歌山市インターボウル　フットサル場
京都産業大学　第3グラウンド／野球場

神戸すずらんの湯　フットサル場
タイムズビースクエア（多目的）
佐川印刷　サッカーグラウンド
京都大学宇治キャンパス／北部グラウンド（多目的）
平安女学院　校庭
京都市宝が池公園　子供の楽園円形広場／運動施設野球場（多目的）
神戸市立駒ヶ林小学校　校庭
龍谷大学瀬田キャンパス　グラウンド（多目的）
紀美野町多目的グラウンド
大阪学院大学　サッカー場
守山市老人憩いの家交流広場

朝陽幼稚園　園庭
神戸夙川学院大学　グラウンド
天理大学　ラグビー場／サッカー場
奈良学園　サッカー場
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　園内（多目的）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　ユニバーサル・ワンダーランド（多目的）
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン　グラマシーパーク（多目的）
京都学園大学　総合グラウンド（サッカー）
枚方ヒロフットサルフィールド
フジフィールド河北フットサル
東山学園　グラウンド／管理棟前
精華下狛フットサルフィールド
川上村武道場周辺整備（多目的）
串本町室内練習場
J-GREEN堺（堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター）
豊岡市総合健康ゾーン施設　フットサル場
岸和田市尾生・久米田地区区画公園（多目的）
宝塚山手台住宅公園（多目的）
庄内フットサルフィールド　ジーニョ
奈良県橿原公苑野球場
おくのの運動公園　フットサルコート整備
京都市御所南小学校　第二運動場整備（多目的）
港島中学校　グラウンド（サッカー）
淡路市広域防災・救援拠点広場（多目的）
南千里丘Ａ街区　屋上庭園
華頂女子短期大学（多目的）
京都市東山区北部小・中学校　中庭
豊中グリーンヒル　屋上
竜王公民館　中庭
履正社　茨木グラウンド　サッカー場
有田市民野球場
淡路市広域防災広場整備工事（多目的）
東岸和田駅前公園（多目的）
高砂青蓮寺保育園（多目的）
アーセンティア迎賓館（大阪）結婚式場（多目的）
灘中学・高等学校　第二グラウンド（多目的）
三栖公園　フットサルコート
此花学院高等学校（多目的）
芦屋夢保育園（多目的）
葛城フットサルボランチ
鴻池学園幼稚園（多目的）
ホテル阪神　屋上（多目的）
VIDA姫路　フットサルコート
下鳥羽公園球技場（サッカー）近畿

・ 近畿

下鳥羽公園球技場

同志社大学京田辺キャンパスグラウンド大阪万博記念公園　アメリカンフットボール場

灘中学・高等学校　第二グラウンド

びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー場
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甲賀市水口スポーツの森　野球場／サッカー場
大阪教育大学　フットサル場
伊吹町野球場
フットサルスクエア京都南
伏見工業高校　第２グラウンド
近鉄花園ラグビー場
明治東洋学院　フットサルコート
南部・臨海公園事務所　公園
同志社香里中学・高等学校　ラグビー場／校庭／多目的
日吉台幼稚園　園庭
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下鳥羽公園球技場（サッカー）近畿

・ 近畿

下鳥羽公園球技場

同志社大学京田辺キャンパスグラウンド大阪万博記念公園　アメリカンフットボール場

灘中学・高等学校　第二グラウンド

びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー場
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近畿

・ 近畿

グリーンランドみずほ　ホッケー場

フォルテ新宮フットボールクラブ　少年サッカー場
エスピータック亀岡野球場
グルービーインターナショナル保育園　園庭
ミズノフットサルプラザ奈良
積水化学工業株式会社　水口工場　野球場
洛陽総合高等学校　グラウンド（多目的）
南花台東小学校（多目的）
コ・ス・パ御殿山　フットサルコート
龍谷大平安ボールパーク（野球場）
夢保育園　校庭
音色つばさ保育園　校庭
FC FRESCAサッカー場
フットサルプラスカステロ　関目高殿
同志社中学校・高等学校　南グラウンド（ラグビー／多目的）
同志社中学校・高等学校　東グラウンド（ハンドボール／多目的）
野洲川歴史公園　サッカー場Aコート
大阪大学　吹田キャンパス陸上競技場（サッカー／多目的）
大阪府立摂津高校グラウンド（多目的）
カナディアンアカデミー（多目的）
近畿大学附属和歌山高校　第二グラウンド（多目的）
摂津市南千里丘計画A街区・B街区（多目的）
高師浜運動広場（サッカー）
大和ガス室内練習場（野球）
北神戸田園スポーツ公園野球場　あじさいスタジアム北神戸
北神戸田園スポーツ公園スポーツ広場　フットサルコート
倉田山公園野球場
大阪経済大学 摂津キャンパス グラウンド（多目的）
京都薬科大学 グラウンド（多目的）
守山市民球場
大羽根サッカー場
大阪府水辺の里　錦織公園（多目的）
大阪工業大学　野球場
四天王寺中学校・高等学校　グラウンド（多目的）
神戸弘陵学園高等学校　女子サッカーグラウンド

明治国際医療大学 グラウンド（多目的）
日本写真印刷株式会社 フットサル場
和泉ひかり保育園（多目的）
御所市総合運動公園（多目的）
和歌山北高等学校グラウンド（多目的）
追手門小学校 校庭（多目的）
ＡＧＵＡＨＩＭＥＪＩフットサルコート
立命館小学校運動場（多目的）
エキスポシティ（多目的）
うみえーる広場（多目的）
関西福祉大学 グラウンド（サッカー）
グリーンランドみずほ（ホッケー）
四條畷市総合公園人工芝運動場（サッカー）
大阪ガス 今津総合グラウンド（多目的）
芦屋学園 芦屋市陽光町グラウンド（多目的）
河内長野市 下里グラウンド（多目的）
三菱自動車工業 京都工場グラウンド
天理高校 グラウンドプレーゾーン／外周部（ラグビー）
香寺総合公園スポーツセンター（多目的）
コーニシュフィールド（フットサル）

京都市北区上賀茂フットサル
龍谷大学付属　平安高等学校 本校グラウンド（多目的）
吉備中学校　第二グラウンド（多目的）
和歌山県立和歌山さくら支援学校（多目的）
堺檜尾台幼稚園グラウンド（多目的）
大蔵海岸多目的広場（フットサル／多目的）
心の森保育園（多目的）
京都市北区フットサル場
京都市立凌風小学校　グラウンド（多目的）
田辺スポーツパーク（投擲／サッカー／室内練習場）
尼崎信用金庫グラウンド　フットサル場
学校法人三田学園　グラウンド（フットサル）
マリストブラザーズインターナショナルスクール　グラウンド（多目的）
コリンチャンス伊賀フットサル
桑名市総合運動公園 サッカー場／多目的
宝塚市花屋敷グラウンド整備工事（多目的）
赤穂市多目的グラウンド
文教小学校（多目的）
同志社国際中学高等学校　グラウンド／フリースペース（多目的）
宝塚市花屋敷グラウンド（多目的）
赤穂市海浜スポーツセンター（サッカー）
アクロガーデン神戸駒ヶ林店 フットサル場
尼崎信用金庫名塩グラウンド野球場
東大阪市立日新高等学校 ピロティ（多目的）
松原市阪神高速大和川線スポーツ施設（多目的）
茨木市桑原ふれあい広場（多目的）
高浜学園（多目的）
姫路市立球技スポーツセンター（多目的） 
三木総合防災公園球技場（サッカー）
京都市立八瀬小学校（多目的）
松原市三宅東公園 多目的グラウンド（多目的）
東大谷高校グラウンド（多目的）
報徳学園中学校・高等学校 グラウンド（多目的）
伊丹市千僧浄水場（多目的）
神戸大学 グラウンド（多目的）／アメリカンフットボール場
学校法人村川学園すこやか保育園（多目的） 田辺スポーツパーク（投擲／サッカー）

報徳学園中学校・高等学校 グラウンド

御所市総合運動公園

神戸学院大学 中庭グラウンド（多目的）
清風学園 グラウンド（多目的）
びわこ成蹊スポーツ大学 サッカー場
日本新薬本社 グラウンド（多目的）
大阪国際大学 松下町グラウンド（多目的）
さつき学園運動場（多目的）
びわこ成蹊スポーツ大学 多目的運動場（フットサル）
野洲川歴史公園サッカー場Ｂコート
流通科学大学 グラウンド（多目的）
旧南花台西小学校跡地グラウンド（サッカー）
京都成章高等学校（多目的）
大枝公園多目的球技場（多目的）
興国高等学校 グラウンド（多目的）
光泉中学・高等学校 グラウンド（多目的）
守口市寺方小・南小統合校（多目的）
泉佐野市南部公園グラウンド（多目的）
万博公園フットサル場
神戸学院大学 第6グラウンド（多目的）
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中国・四国

サングリーンフットサル
佐賀県思斉小学校　中庭
放虎原ラグビー場
大分総合運動公園サッカー場
実相寺サッカー場
南さつま市吹上浜海浜公園サッカー場
由布市湯布院スポーツセンター第2球技場（大分国体ラグビー会場）
ダイヤモンドシティ広場（多目的）
パークプレース大分（多目的）
グローバルアリーナ　多目的グラウンド
唐津市河畔公園グラウンド
津曲学園鹿児島高校　校庭
東福岡高校　ラグビー場／サッカー場
串間市総合運動公園　野球場／室内練習場（多目的）
小林市総合運動公園投球練習場
熊本県スポーツ広場　人工芝敷設材料工事（サッカー）
秀岳館高等学校 グラウンド（多目的／サッカー）
向陽幼稚園　園庭
久留米市野球場
玖珠町総合運動公園　陸上競技場インフィールド（サッカー）
神村学園　人工芝サッカー場
出水中央高等学校　サッカー場
島原市営平成町人工芝グラウンド〈長崎県フットボールセンター〉（サッカー）
嘉島町スポーツ交流広場（フットサル）
嘉島町総合運動公園多目的競技場（サッカー）
広瀬公園野球場〈長嶋茂雄球場〉
中九州短期大学グラウンド（サッカー／フットサル／校庭）
九州共立大学　ラグビー場
筑紫台高等学校　サッカー場
筑紫台高等学校　バレーコート
長崎市営ラグビー・サッカー場
大村市多目的スポーツ広場（多目的）
平戸市南部市民屋内運動場（多目的）
鹿児島ふれあいスポーツランド（多目的）
恩納村赤間陸上競技場（サッカー）

綾町小田爪運動公園サッカー場
佐賀工業高校（多目的）
スプラージ伊都店 フットサル場
東長崎グラウンド（サッカー）
日本文理大学 サッカー場
大貞総合運動公園野球場
行橋総合公園整（多目的）
大分県サッカー協会人工芝グラウンド（サッカー）
宮崎県総合運動公園 補助競技場（多目的）
座間味村歴史公園（多目的）
御笠川浄化センター多目的広場
金武町フツトボ－ルセンター（サッカー）
西日本工業大学 グラウンド（多目的）
筑陽学園 グラウンド（多目的）
新都心公園 多目的広場
スプラージ金隈 フツトサル場
水上村クロスカントリー場（スカイヴィレッジ）（多目的）
大津町サッカー場
丸山自然公園公園 サッカー場
小林市大塚原エリア サッカー場
伊良原ダム周辺（多目的）
松島総合運動公園（多目的）

九州・沖縄

・ 中国
・ 四国
・ 九州
・ 沖縄

大津町サッカー場

コカ・コーラウエスト レッドスパークス ホッケースタジアム

土佐西南大規模公園グラウンド

久万高原町ラグビー場 柳井ウェルネスパーク

広島県立広島皆実高等学校 グラウンド

庄原市上野総合公園（多目的）
徳山大学　サッカー場
環太平洋大学　ラグビー場／ハンドボールコ－ト
広島翔洋高等学校　多目的グラウンド
周防大島町陸上競技場（多目的）
おのだサッカー交流公園　サッカー場／多目的スポーツ広場
東郷運動公園　多目的グラウンド
みなと保育園　園庭
春野総合運動公園野球場
徳島県立鳴門渦潮高等学校　グラウンド（多目的）
柳井ウェルネスパーク　多目的広場
フットサルドームPIVOX広島
政田サッカー場
大竹市立小方小学校　中庭（多目的）
広島県立広島皆実高等学校　グラウンド（多目的）
三隅中央公園野球場
美保基地周辺地区グラウンド（多目的）
長浦スポーツ海浜スクエア　総合グラウンド（多目的）
益田運動公園　グラウンド（多目的）
吉備中学校　第二グラウンド（多目的）
伊予市民球技場（ホッケー）
久万高原町ラグビー場
高知工科大学野球場
高橋野球塾 室内練習場
岩国飛行場H27運動施設（米軍岩国基地）アメリカンフットボール場
岩国飛行場H27愛宕山塁球場（米軍岩国基地）ソフトボール場Ⅰ・Ⅱ 
岡山県美作ラグビー・サッカー場（多目的）
廿日市市サッカー場グリーンフィールド
土佐西南大規模公園グラウンド（多目的）
修道高等学校 ハンドボール場
乃木浜総合公園（多目的）
広島文化学園大学 呉 郷原キャンパス（サッカー）
宇部市常盤公園サッカー場
ドレミの街フットサルコート
コカ・コーラウエスト レッドスパークス ホッケースタジアム

島原市営平成町
人工芝グラウンド

東福岡高校　ラグビー場
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向陽幼稚園　園庭
久留米市野球場
玖珠町総合運動公園　陸上競技場インフィールド（サッカー）
神村学園　人工芝サッカー場
出水中央高等学校　サッカー場
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御笠川浄化センター多目的広場
金武町フツトボ－ルセンター（サッカー）
西日本工業大学 グラウンド（多目的）
筑陽学園 グラウンド（多目的）
新都心公園 多目的広場
スプラージ金隈 フツトサル場
水上村クロスカントリー場（スカイヴィレッジ）（多目的）
大津町サッカー場
丸山自然公園公園 サッカー場
小林市大塚原エリア サッカー場
伊良原ダム周辺（多目的）
松島総合運動公園（多目的）

九州・沖縄

・ 中国
・ 四国
・ 九州
・ 沖縄
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東郷運動公園　多目的グラウンド
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益田運動公園　グラウンド（多目的）
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伊予市民球技場（ホッケー）
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高知工科大学野球場
高橋野球塾 室内練習場
岩国飛行場H27運動施設（米軍岩国基地）アメリカンフットボール場
岩国飛行場H27愛宕山塁球場（米軍岩国基地）ソフトボール場Ⅰ・Ⅱ 
岡山県美作ラグビー・サッカー場（多目的）
廿日市市サッカー場グリーンフィールド
土佐西南大規模公園グラウンド（多目的）
修道高等学校 ハンドボール場
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［2018年3月現在］

関東　近畿・北陸

■ 関東第一支店／スポーツ施設営業所　
　 〒105-0022　東京都港区海岸1丁目11番1号（ニューピア竹芝ノースタワー12階）　TEL 03(5400)1817　FAX 03(5400)1840
■ 近畿・北陸第一支店／スポーツ施設営業所　
　 〒530-0001　大阪市北区梅田2-6-20（パシフィックマークス西梅田8階）　TEL 06(6442)2402　FAX 06(6344)3560

スポーツ施設事業部

施工実績

施工実績

大阪府堺市に2010年3月完成した日本最大規模の
サッカー練習施設。サッカーの他にも、アメリカン
フットボールやラグビーにも使用することが可能。
全9面ある人工芝フィールドのうち、6面に
Dream Turfが採用されています。

人工芝フィールド（照明設備付）［2面］

PT2050RSpro ACS75（ショックパッド25mm）

クッション性に優れ、天然芝に限りなく近いFIFA 2 Star
規格に準じた人工芝フィールド。照明を備え、夜間の使用も
可能。　［JFA公認グラウンド］

1

第二球技場／補助競技場
PT2040 RS+ ACS65

抜群の耐久性・起毛性に温度抑制機能をプラスしたクールタイプの人工芝を

採用。真夏でもより快適な環境でプレーできます。　［JFA公認グラウンド］

人工芝フィールド［3面］

MX2055

高い安全性とプレー性能を兼ね備えた2種混合タイプの
人工芝。
［JFA公認グラウンド］

2 400mトラック付人工芝フィールド［1面］

MX2055

400mトラックの内側に人工芝フィールドを設置。サッ
カー、ラグビー、アメリカンフットボールなどの各スポーツ
の他、運動会などにも利用可能。

3

1
2

2

3

J-GREEN 堺（堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター）

東京都内屈指の充実した体育施設を備える総合運動公園。

その中の第二球技場と補助競技場にDream Turfが採用

されています。サッカーをはじめ、アメリカンフットボール、

ラグビーなど多目的に使用できる人工芝フィールドです。

駒沢オリンピック公園総合運動場

C o n s t r u c t i o n  R e s u l t s

C o n s t r u c t i o n  R e s u l t s
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