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施 設 名 称 ・ 所 在 地 供 用 種 目

大和町総合運動公園 大和町総合体育館 第一競技場（35m×50m） 1,750㎡ バスケットボール

（大和町宮床字松倉92番地） 　建築面積 6,797.41㎡ 　バスケットボール 2面 バレーボール

　述床面積 8,425.79㎡ 　バレーボール 3面 バドミントン

　　1階 6,551㎡ 　バドミントン 10面 テニス

　　2階 1,849.29㎡ 　ソフトテニス 3面 卓球

　　PH階 25.50㎡ 　卓球 14面

　ランニングコース 200m

　建築年 平成4年 　観客席（2階） 約600名分

　本部席・ステージ・放送室 各1室

第二競技場（20m×30m） 600㎡ バレーボール

　バレーボール 1面 バドミントン

　バドミントン 3面 剣道

　剣道 2面

柔道場（常設公式競技場） 1室（98畳） 柔道

トレーニング室 1室 各種トレーニング

研修室 3室

医務室、食堂（厨房） 各1室

更衣室（シャワー室） 男女各1室

管理諸室

大和町陸上競技場 400mトラック  8レーン 陸上競技

　施設面積 25,000㎡

　設置年 平成11年 　フィールド（グレー）

決勝審判台

スターター台

スターティングブロック

周回表示器（鐘付）

競技専用台車

給水ローラー

放送設備一式（移動式）

その他陸上用器具等

運動公園テニスコート オムニコート（砂入り人工芝） 6面 テニス

　施設面積 4,066㎡ ベンチ

　設置年 平成11年 審判台

スコアボード

運動公園多目的広場 吹付け芝生（洋芝） 野球

　施設面積 23,000㎡ ソフトボール

　設置年 平成11年 サッカー等

屋外施設 駐車場 約600台

屋外便所 69.30㎡

倉庫 106.32㎡

倉庫兼便所 66.15㎡

全体

　敷地面積 271,645㎡

宮城県自転車競技場【参考】 走路 4,221.20㎡ 【管理棟】 自転車競技

（大和町宮床字松倉92番地） 　周長 333.333ｍ 修理トレーニング室 1室

　アスファルト舗装 救護室 1室

管理棟 499.755㎡ 更衣室 男女各1室

競技本部室（放送室）・役員室 各1室

トレーニング棟 199.160㎡ 写真判定室 1室

倉庫等

※トレーニング棟平成26年度に建築 トイレ（1階） 男女各1室

観覧席　3箇所 約1,500名分 トイレ（2階） 男女各1室

建築年 平成11年 多目的トイレ 1室

敷地面積 17,818.29㎡ シャワー室 男3女2室

【トレーニング室】

トレーニング室 1室

控室 2室

トイレ 男女各1室

シャワー室 男女各1室

倉庫等

大和町体育施設概要一覧表

　鉄筋コンクリート造3階建

施 設 の 規 模 及 び 施 設 の 内 容

　鉄骨一部鉄筋コンクリート造2階建

　全天候型ウレタン舗装仕上げ

　鉄筋コンクリート造1階建

※指定管理者が決定後、所有
する（公財）宮城県スポーツ協
会と町と指定管理者の３団体に
おいて別に協議いたします。
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施 設 名 称 ・ 所 在 地 供 用 種 目

大和町体育施設概要一覧表

施 設 の 規 模 及 び 施 設 の 内 容

大和町武道館 武道館 剣道

（大和町吉岡字町裏32番地） 　建築面積 474.84㎡ 柔道

　延床面積 474.84㎡ 柔剣道

空手

　建築年 昭和48年 卓球

敷地面積 502.00㎡

大和町体育センター 体育施設 体育室 825㎡ バレーボール

（大和町吉岡字古館25番地の1） 　建築面積 1,222.57㎡ 　バレーボール 2面 バドミントン

　述床面積 1,396.49㎡ 　バドミントン 6面 テニス

　テニス 1面 バスケット

　建築年 昭和51年 　バスケット 1面 卓球

敷地面積 6,968.25㎡ 　鉄棒 2台 鉄棒

卓球場 133.52㎡

　卓球 6台

事務室・器具庫・倉庫 各1室

更衣室・ロッカー室・シャワー室 男女各1室

仙台北部中央公園 ダイナヒルズ野球場 センター 120ｍ 野球

（大和町松坂平2丁目地内） 　施設面積 14,473㎡ 両翼 92ｍ

　設置年 平成4年 クレイ舗装 2,755㎡

敷地面積 29,120㎡ 芝舗装 8,130㎡

バックネット 1基

ダックアウト 2箇所

スコアボード 1式

ファウルポール 2本

トイレ兼倉庫 37㎡

駐車場（2,400㎡） 約80台分

ダイナヒルズテニスコート 砂入り人工芝コート 4面 テニス

　施設面積 2,950㎡ カラー平板舗装 363㎡

　設置年 平成6年 照明灯 15基

敷地面積 9,824㎡ 外灯 2基

シェルター 1基

ベンチ 8基

審判台 4基

トイレ兼倉庫 37㎡

駐車場（2,730㎡） 約80台分

ダイナヒルズ多目的広場 サッカー（105m×68ｍ） 1面 サッカー

　施設面積 11,114㎡ ソフトボール 2面 ソフトボール

　設置年 平成8年 観客席用ベンチ（3箇所） 約600名分

敷地面積 15,170㎡ サッカーゴール（収納式） 2基

芝舗装（平面） 12,003㎡

芝舗装（法面） 1,776㎡

アスファルト舗装 1,193㎡

照明灯（16m） 4基

放送設備 1式

外灯 3基

シェルターベンチ 3基

四阿（4.5m×4.5m） 1基

旗ポール 3基

スコアボード 3基

給水ポンプ 1基

散水栓 2箇所

全体

　敷地面積 111,605㎡

　鉄骨一部鉄筋コンクリート造一部2階建

　木造平屋瓦葺
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