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大仙市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課

施設に関するお問い合わせは

〒014-8601
秋田県大仙市大曲上栄町2番16号
TEL.0187-63-1111㈹　FAX.0187-63-7131
E-mail  kyouiku-sup@city.daisen.akita.jｐ
U R L  http://www.city.daisen.akita.jp/

大仙市商工会

市内の情報提供機関

〒019-2112 秋田県大仙市刈和野字愛宕下106-3
　　　　　 TEL.0187-75-1041 FAX.0187-75-1273

【E-mail】 daisen@shoko.skr-akita.or.jp
【 U R L 】 http://shoko.skr-akita.or.jp/daisen/

大仙市観光物産協会
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3番3号
　　　　　 TEL.0187-88-8481 FAX.0187-88-8487

【E-mail】 welcome_daisen@aqua.ocn.ne.jp
【 U R L 】 http://daisenkankou.com

【E-mail】 kaigisho@obako.or.jp
【 U R L 】 http://www.obako.or.jp/kaigisho/index.html

大曲商工会議所
〒014-0016 秋田県大仙市若竹町33番7号
　　　　　 TEL.0187-62-1262 FAX.0187-62-1265
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お越しください

花火と自然が調和した

癒しのまち「だいせん」に

　大仙市は、平成17年3月22日に大曲仙北地域の1市6町1村が合併して誕生しました。

そのため、8つの地域ごとに多種様々な文化と歴史が見られます。また、古くから雄物川

の舟運や羽州街道など、交通の要所として発展し、近年においては秋田新幹線や秋田

自動車道などの高速交通網の整備によって、一層多彩な交流が期待されています。

　また、全国花火競技大会『大曲の花火』を始め、毎月花火が打ち上がる街として、

イベントやおまつりなど郷土豊かな四季折々に開催されています。

毎年8月第4土曜日。
全国から選抜された一流の花火師
たちが日本一の座を目指します。

毎年8月第4土曜日。
全国から選抜された一流の花火師
たちが日本一の座を目指します。

全国花火競技大会

大曲の花火

県内各地より180以上のチーム、4,500余人
が集う歴史と権威ある大会
県内各地より180以上のチーム、4,500余人
が集う歴史と権威ある大会

秋田米 大曲納豆汁

地酒 いぶりがっこ

大曲カレー旨麺

約6千人が渾身の力で引き合う
500年以上の伝統をもつ
国内最大級の綱引きです。

約6千人が渾身の力で引き合う
500年以上の伝統をもつ
国内最大級の綱引きです。

国指定重要文化財

刈和野の大綱引き
東北三大地主と称された
池田家が築いた池泉回遊式の
日本庭園です。

東北三大地主と称された
池田家が築いた池泉回遊式の
日本庭園です。

国指定名勝

旧池田氏庭園
岩手県境に南北約25kmに渡って広
がる大自然郷、ブナなどの樹木帯が
広く分布し、多くの動物が生息します。

岩手県境に南北約25kmに渡って広
がる大自然郷、ブナなどの樹木帯が
広く分布し、多くの動物が生息します。

県立自然公園

真木真昼県立自然公園

野球に燃える親父たちの甲子園

全県500歳野球

青森県

秋田県

大仙市

山形県

岩
手
県

大曲・仙北エリア

■両翼100㎡・センター122m
　最寄りの宿泊施設から 車／15分 ■砂入り人工芝12面（ナイター4面）

　最寄りの宿泊施設から 車／15分

■両翼100㎡・センター122m
　最寄りの宿泊施設から 車／5分

①大仙市総合公園野球場

■48m×36m（バレーボール2面・バスケットボール2面）
　最寄りの宿泊施設から 車／15分

④大曲体育館
■40m×34m（バレーボール2面・バスケットボール2面）
　最寄りの宿泊施設から 車／5分

⑤大仙市ふれあい体育館

③大仙市総合公園テニスコート

②仙北球場

■地下1階・地上4階・座席数998席
　最寄りの宿泊施設から 車／15分

《収容規模》50名　洋室5室、和室5室
　　　　　　　　　中広間1室、大広間1室

⑥大曲市民会館

周辺の宿泊施設

スポーツ合宿施設ガイド

☎0120-152683

史跡の里交流プラザ

柵の湯

■ペアリフト1基・コース数／1本
　広 と々した仙北平野を正面にいっきに滑り降りる爽快感をたっぷりと、ナイターも楽しめます。
　最寄りの宿泊施設から 車／15分

⑦大曲ファミリースキー場

天然温泉と美味しい料理が自慢の
温泉宿泊施設です

1

1・3塁側室内練習場

トレーニングルーム トレーニングルーム
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神岡・南外エリア

周辺の宿泊施設

スポーツ合宿施設ガイド

協和・西仙北エリア

■両翼100㎡・センター122m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 車／20分

⑧サン・スポーツランド協和野球場
■44m×27m（砂入り人工芝）　
■テニスコート1面・ゲートボール2面
　最寄りの宿泊施設から 車／20分

⑨協和多目的交流施設「樹パル」

■46m×33m　
■バレーボール2面・バスケットボール2面
　最寄りの宿泊施設から 車／20分

⑩サン・スポーツランド協和体育館
■38m×26m　
■バレーボール2面・バスケットボール2面
　最寄りの宿泊施設から 車／10分

⑪西仙北スポーツセンター

⑫協和市民センター「和ピア」
コースが充実しておりビギナーからベテランまで楽しめる9コース。
毎週土曜日にナイター営業も行われます。
■ペアリフト2基　■コース数9
　最寄りの宿泊施設から 車／5分

⑬協和スキー場

《収容規模》71名　和室4室、和洋室4室、スイート
ルーム2室、コテージタイプ3室、プール
バンケットホール、その他和室7室

周辺の宿泊施設

☎0187-87-3100

■座席数／515席
ホール側面に天然秋田杉を使用しており、残響音の良さは県内トップ
クラス。クラシック・演歌・落語等多彩な自主企画イベントを行っています。
最寄りの宿泊施設から 車／20分

■両翼90㎡・センター115m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 車／3分

⑭神岡野球場
■40m×40m　
■バレーボール2面・バスケットボール2面
　最寄りの宿泊施設から 車／8分

⑮南外体育館

⑯屋内多目的施設「嶽ドーム」

少年野球発祥の地としての貴重な野球資料や
野球を理解、学習するコーナーなどがあります。

最寄りの宿泊施設から 徒歩／1分

⑱嶽雄館
■33m×30m
■バレーボール2面・バスケットボール2面
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

⑰神岡体育館
■6面コート（砂入り人工芝・ナイター利用可）

　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

■40m×40m（人工芝）　■テニス・フットサル2面
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

⑲神岡テニスコート

出羽丘陵や鳥海山を展望する黒森山に
位置するスパリゾート

《収容規模》42名　和室9室、大広間1室
　　　　　　　　 中広間1室☎018-893-2615

協和温泉
四季の湯

あふれる自然で心も体もリフレッシュ
あきたこまちで応援します！！

《収容規模》６０名　和室８室、和洋室２室
　　　　　　　　  中広間１室☎0187-87-1700 FAX0187-87-1702

かみおか温泉
嶽の湯

西仙北ぬくもり温泉
ユメリア 《収容規模》40名　和室8室、大広間1室

　　　　　　　　 交流研修室1室☎0187-74-2310

南外村時代から親しまれている
豊かな自然の中の施設です

開放感溢れる空間で、湯ったり快適な
時間をお過ごし下さい。

3スポーツ合宿施設ガイド2

松木田温泉
南外ふるさと館
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…大仙市総合運動公園野球場
…仙北球場
…大仙市総合公園テニスコート
…大曲体育館
…大仙市ふれあい体育館
…大曲市民会館
…大曲ファミリースキー場
…サン・スポーツランド協和野球場
…協和多目的交流施設『樹パル』
…サン・スポーツランド協和体育館
…西仙北スポーツセンター
…協和市民センター
…協和スキー場

…神岡野球場
…南外体育館
…屋内多目的施設『嶽ドーム』
…神岡体育館
…嶽雄館
…神岡テニスコート                                     
…八乙女球場
…太田球場
…八乙女運動公園テニスコート
…太田テニスコート
…太田体育館
…太田交流プラザ
…中仙市民会館
…大台スキー場

柵の湯柵の湯

八乙女交流
センター
八乙女交流
センター

八乙女球場0 太田球場1

八乙女テニスコート2 太田テニスコート3

太田体育館4 太田交流プラザ5

中仙市民会館
トレーニングルーム
6 大台スキー場7

　豊かな自然の中にある野球場は、隣接する屋内運動場と共にスポーツ合宿に多く利用されています。県内外の各種
大会主会場とされる「総合公園野球場」をはじめ、秋田国体軟式野球球技会場として使用された球場が揃い、ナイター
設備も整っています。

　豊かな自然の中にある野球場は、隣接する屋内運動場と共にスポーツ合宿に多く利用されています。県内外の各種
大会主会場とされる「総合公園野球場」をはじめ、秋田国体軟式野球球技会場として使用された球場が揃い、ナイター
設備も整っています。

中仙・太田エリア ガイド・アクセスマップ

《収容規模》32名　和室8室、大広間２室
　　　　　　　　 中広間１室

周辺の宿泊施設

☎0187-88-1471

中里温泉
季節毎に彩りを変えるのどかな田園
風景に囲まれた落着きと安らぎを
与えてくれる温泉宿です《収容規模》66名　クラブルーム（2段ベッド）6室

　　　　　　　　  和室（6畳）2室　☎0187-88-1350

太田クラブハウス
各種スポーツの合宿・研修及び
会議など多目的な利用に最適です

《収容規模》61名　和室6室、洋室9室
　　　　　　　　 特別室1室、指導員室2室

専用体育館完備

☎0187-56-3870

八乙女交流
センター

社会教育の振興及び心身の健康増進を
図るために設置された宿泊研修施設です

スポーツ合宿施設ガイド4

仙北平野を一望するワイドなロケーション！
七色の光が彩るナイターもおすすめです
■ペアリフト2基　■6コース
　最寄りの宿泊施設から車／15分

■ランニングマシン（トレッドミル）４台
　エアロバイク６台・ウエイトマシン９台
　最寄りの宿泊施設から 車／5分

■両翼96㎡・センター120m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／1分

■両翼100㎡・センター122m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

■砂入り人工芝6面
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／1分

■砂入り人工芝6面（ナイター6面）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

■35m×29m　■バレーボール2面・バスケットボール1面
　太田クラブハウスの棟続き

■33m×23m（クレイ）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分

最寄りの
宿泊施設まで
車で15分



1

1

3

2

4

6
7

8
12

13

10

11

9

14
18

20
22

21 24
2325

26

27

19
17

15

16

5

1

3

2

4

6

7

8

9

11

10

12

13

14

19

23

21

25

24

22

26

27

18

17

15

20

16

5

…大仙市総合運動公園野球場
…仙北球場
…大仙市総合公園テニスコート
…大曲体育館
…大仙市ふれあい体育館
…大曲市民会館
…大曲ファミリースキー場
…サン・スポーツランド協和野球場
…協和多目的交流施設『樹パル』
…サン・スポーツランド協和体育館
…西仙北スポーツセンター
…協和市民センター
…協和スキー場

…神岡野球場
…南外体育館
…屋内多目的施設『嶽ドーム』
…神岡体育館
…嶽雄館
…神岡テニスコート                                     
…八乙女球場
…太田球場
…八乙女運動公園テニスコート
…太田テニスコート
…太田体育館
…太田交流プラザ
…中仙市民会館
…大台スキー場

柵の湯柵の湯

八乙女交流
センター
八乙女交流
センター

八乙女球場0 太田球場1

八乙女テニスコート2 太田テニスコート3

太田体育館4 太田交流プラザ5

中仙市民会館
トレーニングルーム
6 大台スキー場7

　豊かな自然の中にある野球場は、隣接する屋内運動場と共にスポーツ合宿に多く利用されています。県内外の各種
大会主会場とされる「総合公園野球場」をはじめ、秋田国体軟式野球球技会場として使用された球場が揃い、ナイター
設備も整っています。

　豊かな自然の中にある野球場は、隣接する屋内運動場と共にスポーツ合宿に多く利用されています。県内外の各種
大会主会場とされる「総合公園野球場」をはじめ、秋田国体軟式野球球技会場として使用された球場が揃い、ナイター
設備も整っています。

中仙・太田エリア ガイド・アクセスマップ

《収容規模》32名　和室8室、大広間２室
　　　　　　　　 中広間１室

周辺の宿泊施設

☎0187-88-1471

中里温泉
季節毎に彩りを変えるのどかな田園
風景に囲まれた落着きと安らぎを
与えてくれる温泉宿です《収容規模》66名　クラブルーム（2段ベッド）6室

　　　　　　　　  和室（6畳）2室　☎0187-88-1350

太田クラブハウス
各種スポーツの合宿・研修及び
会議など多目的な利用に最適です

《収容規模》61名　和室6室、洋室9室
　　　　　　　　 特別室1室、指導員室2室

専用体育館完備

☎0187-56-3870

八乙女交流
センター

社会教育の振興及び心身の健康増進を
図るために設置された宿泊研修施設です

スポーツ合宿施設ガイド4

仙北平野を一望するワイドなロケーション！
七色の光が彩るナイターもおすすめです
■ペアリフト2基　■6コース
　最寄りの宿泊施設から車／15分

■ランニングマシン（トレッドミル）４台
　エアロバイク６台・ウエイトマシン９台
　最寄りの宿泊施設から 車／5分

■両翼96㎡・センター120m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／1分

■両翼100㎡・センター122m（ナイター利用可）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

■砂入り人工芝6面
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／1分

■砂入り人工芝6面（ナイター6面）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分

■35m×29m　■バレーボール2面・バスケットボール1面
　太田クラブハウスの棟続き

■33m×23m（クレイ）
　最寄りの宿泊施設から 徒歩／2分
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スポーツ合宿

施設ガイド

スポーツ合宿

施設ガイド

大仙市教育委員会生涯学習部スポーツ振興課

施設に関するお問い合わせは

〒014-8601
秋田県大仙市大曲上栄町2番16号
TEL.0187-63-1111㈹　FAX.0187-63-7131
E-mail  kyouiku-sup@city.daisen.akita.jｐ
U R L  http://www.city.daisen.akita.jp/

大仙市商工会

市内の情報提供機関

〒019-2112 秋田県大仙市刈和野字愛宕下106-3
　　　　　 TEL.0187-75-1041 FAX.0187-75-1273

【E-mail】 daisen@shoko.skr-akita.or.jp
【 U R L 】 http://shoko.skr-akita.or.jp/daisen/

大仙市観光物産協会
〒014-0027 秋田県大仙市大曲通町3番3号
　　　　　 TEL.0187-88-8481 FAX.0187-88-8487

【E-mail】 welcome_daisen@aqua.ocn.ne.jp
【 U R L 】 http://daisenkankou.com

【E-mail】 kaigisho@obako.or.jp
【 U R L 】 http://www.obako.or.jp/kaigisho/index.html

大曲商工会議所
〒014-0016 秋田県大仙市若竹町33番7号
　　　　　 TEL.0187-62-1262 FAX.0187-62-1265

スポーツ合宿

施設ガイド
スポーツ合宿

施設ガイド

スポーツ合宿

施設ガイド


