
豊島区立

総合体育場・西巣鴨体育場・荒川野球場

施設ご利用案内 
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ホームページ
https://www.toshima-sougoutaiiku.com

総合体育場

西巣鴨体育場

荒川野球場

〒170-0013  豊島区東池袋4-41-30
TEL. 03-3971-0094

●大塚駅南口下車徒歩10分

●新高島平駅下車徒歩10分

●西巣鴨駅下車徒歩3分
●西ヶ原四丁目下車徒歩2分

〒170-0001  豊島区西巣鴨4-22-19
TEL. 03-3949-4440

〒175-0081  板橋区新河岸3丁目荒川河川敷
TEL. 03-3971-0094（総合体育場）



団体貸切
予約が必要です。
高校生以下のチームには監督者（18歳以上※学生を除く）の付き添いが必要です。

■野球場（軟式野球、ソフトボール）
施　設 総合体育場 荒川野球場

設　備 内外野とも人工芝（２面）、ナイター設備あり 内野クレー・外野草地（２面）、ナイター設備なし

利用時間 通年　  8：00～18：00　　　　　　
　　　18：30～20：30

4～10月　　8：00～18：00
11、12、3月  8：00～16：00
1、2月 休場（ 開場の場合もあり）

利用単位 2時間 2時間

使 用 料 3,500円 無  料

ナイター照明料 3,600円／1時間 ―

■弓射場（和弓、アーチェリー）

施　設 総合体育場 西巣鴨体育場 
（アーチェリー専用）

設　備 30M 5的 30M 5的

利用時間
および
利用料

  9：30～13：00 2,400円 
13：30～17：00 2,600円 
17：30～20：30 2,600円 
  9：30～20：30 7,100円
● 和弓・アーチェリーの個人公開時間の

（火）（木） 13：30～20：30を除く
（水）（金） 17：30～20：30を除く

3月10日～11月15日　  9：00～12：00  2,400円 
　　　　　　　　　　  13：00～17：00  2,600円 
　　　　　　　　　　    9：00～17：00  4,800円
11月16日～3月9日　    9：30～12：30  2,400円 
　　　　　　　　　　  13：00～16：00  2,600円 
　　　　　　　　　　    9：30～16：00  4,800円

用具貸出料 各時間帯 150円 ―

ご注意
・西巣鴨体育場はアーチェリー専用になります。
・ 事故防止のため豊島区アーチェリー協会の認定を受けた方のみのご利用とさせていただきます。
・ご利用の際、認定証を提示してください。

■体育室（多目的利用）
施　設 総合体育場

設　備 18.5m×12m

利用時間
および
利用料

  9：30～13：00    5,800円 
13：30～17：00    7,700円 
17：30～20：30    7,700円 
  9：30～20：30  18,800円

■ゲートボール
施　設 西巣鴨体育場

設　備 多目的広場（1,027㎡）

利用時間 9：00～15：00 

利用料 無  料

■庭球場（硬式テニス、ソフトテニス）
施　設 総合体育場 西巣鴨体育場

設　備 砂入り人工芝コート（４面）、ナイター設備あり 砂入り人工芝コート（２面）、ナイター設備なし

利用時間 通年　9：00～21：00
4、9、10、3月 9：00～17：00 
5、6、7、8月   9：00～15：00/※15：00～18：00
11、12、1、2月 9：00～13：00/※13：00～16：00

利用単位 2時間 2時間（ ※印は3時間利用も可能）

使 用 料 2,000円 2,000円（2時間）／3,000円（3時間）

ナイター照明料 400円／1時間 ―

ご注意 ・砂入り人工芝コート用シューズをご使用ください。

※15：00以降は子ども広場として開放しています。



野球場・庭球場 団体貸切利用について
ご利用には、団体登録・個人登録の上、予約が必要です。

個人登録

■登録資格
1.メンバー全員が豊島区内在住あるいは在勤者であること。 
2.野球場登録は10名以上、庭球場登録は6名以上の構成であること。（体育協会加盟チーム、学生チームは登録できません） 
3.継続的な利用を予定するスポーツ団体であること。 
4.営利等を目的とした団体ではないこと。

■登録手続き
団体登録申請書に必要事項をご記入いただき、構成員全員の豊島区内在住、あるいは在勤が証明できる書類をご持参のうえ、 
総合体育場または三芳グラウンド窓口にてお手続きください。

■団体登録カード
申請書を審査のうえ、該当する団体に「団体登録カード」を発行します（目安は1週間程度になります）。団体登録カードは、総合体育
場・西巣鴨体育場・荒川野球場・三芳グラウンド各施設の野球場または庭球場共通です。

抽選予約の
申込み

毎月11日に翌々月分の予約抽選が行われます。
２ヶ月前の１日から10日までにパソコンや携帯電話から予約システムにアクセスし、抽選申込みをします。
パソコンまたは、携帯電話をお持ちでない方は、施設にパソコンを設置してあるのでそちらをご利用ください。

抽選結果の
確認、確定

野球場……２ヶ月前の11日から13日まで
庭球場……２ヶ月前の11日から15日まで
それぞれ抽選結果を予約システムから確認してください。
申込日が当選し、利用する場合は必ず「確定」ボタンを押して当選を確定させてください。
※「確定」ボタンを押さないで期間を過ぎますと、当選が無効になりますのでご注意ください。

・キャンセルされる場合は利用日１週間前の同一曜日までに予約システムより手続きを行ってください。
・１週間を切った日時のキャンセルについては登録カードを持参のうえ、窓口まで直接お越しください。（荒川野球場は総合体育場窓口へ）
・ 電話のみのキャンセルや1週間未満のキャンセルおよび無断キャンセルの場合は、規定の使用料･照明料を全額いただくことになります

ので、ご注意ください。

・登録カードをお持ちの上、利用当日の利用時間前に窓口へ使用料をお支払いください。

抽選後の予約は、先着順にてお申込ができます。
日　時 利用したい月の2ヶ月前の21日9：00から利用日の7日前まで

なお、電話にて空き状況の確認はできますが、予約については予約システムから行ってください。 
※利用までに1週間を切った日時の予約については、各施設の窓口まで直接お越しください。（荒川野球場は総合体育場窓口へ）

■登録資格
18歳以上の方（高校生は除く）ならどなたでも登録できます。

■登録手続き
個人登録申請書に必要事項をご記入いただき、お名前とご住所が記載されている書類を提示してください。

■個人登録カード
申請書の確認後「個人登録カード」を発行します。

※ 団体・個人登録各申請書は総合体育場および三芳グランド窓口で配布しております。また、豊島区のホームページからダウンロードできます。

団体登録

■
登
録
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法
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抽選

抽選後の予約

キャンセルについて

お支払いについて



弓射場・体育室 団体貸切利用について

ゲートボール場 団体貸切利用について

団体貸切の利用は予約が必要です。
ご利用できる方は豊島区在住、在勤、在学の方に限ります

ゲートボールは登録制になっており、西巣鴨体育場で受付けています。
詳細については施設へお問い合わせください。

日　時 利用したい日の２ヶ月前までにお申し込みください。
場　所 各利用施設窓口
方　法 先着順
なお、電話やホームページにて空き状況の確認はできますが、予約については窓口へ お越しください。
・体育室の貸切利用は教室開催時を除きます。

日　時 毎月第２水曜日　9：30～
場　所 西巣鴨体育場

・利用時間には準備と後片付けの時間が含まれます。
・必要な用具は各自でご持参ください。
・ 雨天等による使用の可否については利用当日8：30以降、施設へ代表者が電話☎03-3949-4440で問い合わせメンバーに連絡をしてください。

・高校生以下のチームには監督者（18歳以上※学生を除く）の付き添いが必要です。
・利用時間には準備と後片付けの時間が含まれます。
・必要な用具は各自でご持参ください。

・承認書をお持ちの上、利用当日の利用時間前に窓口で使用料をお支払いください。

・ キャンセルされる場合は、利用日の１週間前の同一曜日（１週間前が休場日の場合はその翌日）までに窓口へ承認書をお返しください。
・ 電話のみのキャンセルや１週間未満のキャンセルおよび無断キャンセルの場合は、規定の使用料を全額いただくことになりますので、
ご注意ください。

・高校生以下のチームには監督者（18歳以上※学生を除く）の付き添いが必要です。 
・利用時間には準備と後片付けの時間が含まれます。 
・必要な用具は各自でご持参ください。 
・ご使用後はグランド整備（トンボがけ等）コート整備（ブラシがけ等）、清掃の励行をお願いします。 
・雨天等による使用の可否については代表者が電話で問い合わせ、メンバーに連絡してください。 
・最終判断は利用時間の１時間前となります 
 【総合体育場】　７：００以降　☎03-3971-0094 
 【西巣鴨体育場】８：３０以降　☎03-3949-4440

お申込み

抽 選

ご利用にあたって

ご利用にあたって

お支払いについて

キャンセルについて

ご利用にあたって

・雨天等による使用の可否については、直接現場で判断してください。
・ ご利用の際は、利用日の前日に総合体育場窓口で倉庫の鍵を借りてください。ご利用後は、鍵を総合体育場窓口まで 
すみやかに返却してください。

荒川野球場
に関して



ご利用料金（各施設共通）※豊島区在住（要申請）
一　　般 400 円
小中学生 200 円
65 歳以上※ 200 円

■庭球場（硬式テニス、ソフトテニス）
施　設 総合体育場

設　備 砂入り人工芝コート（４面）、ナイター設備あり

利用時間
および
利用料

1．硬式テニス　毎週火曜日　午前・午後・夜間*／第１土曜日　夜間*／第３日曜日　午前
2．ソフトテニス 毎週水曜日　午前・午後・夜間*／第３土曜日　夜間*／第3日曜日　午後

  3月1日～10月31日　午前 9：30～13：00／午後 13：30～17：00／夜間 17：30～20：30
11月1日～12月28日　午前 9：30～12：30／午後 13：00～16：00＊夜間の個人公開はありません。

ご注意
・砂入り人工芝用シューズをご使用ください。
・祝日、4月、10月の日曜日の個人公開はありません。ご注意ください。
・火曜日、水曜日、土曜日開催は３面使用となります。日曜日開催は４面使用となります。

■体育室（卓球・フィットネス教室）
施　設 総合体育場

設　備 18.5m×12m

利用時間
および
利用料

1．卓球　　　　　　水曜日 17：30～20：30　　金曜日 17：30～20：30　　土曜日 9：30～13：00　　日曜日 13：30～17：00 
　　　　　　　　　　　　  （指導員なし）　　　　　     （指導員なし）　　　　　　　　　　　　　　　　　  （指導員なし）　　　　　　　　　　　　
2．フィットネス教室　種目、日時はお問い合わせください。

ご注意 ・貸切の時間であってもご利用がない場合は、卓球の個人公開（指導員なし）となります。
・裸足、スリッパでの卓球は禁止です。上履きをご用意ください。

■弓射場（和弓・アーチェリー）
施　設 総合体育場 西巣鴨体育場（アーチェリー専用）

設　備 30M　5 的 50M　5 的

利用時間
および
利用料

●和弓
　水曜日
　金曜日　17：30～20：30   3月10日～11月15日　  9：00～12：00 

　　　　　　　　　　    13：00～17：00
11月16日～  3月  9日　  9：30～12：30 
　　　　　　　　　　    13：00～16：00

●アーチェリー
　火曜日 
　木曜日　13：30～17：00／17：30～20：30 

用具貸出料 各時間帯　150円 ―

ご注意
・総合体育場では貸切の時間であってもご利用がない場合は、和弓の個人公開となります。
・ 西巣鴨体育場はアーチェリー専用になります。事故防止のため豊島区アーチェリー協会の認定を受けた方のみのご利用とさせ

ていただきます。ご利用の際、認定証を提示してください。

・総合体育場をご利用の方は、ご利用当日、１階受付前の自動券売機で当日利用券をご購入のうえ、窓口にご提示ください。
・ ICカードは西巣鴨体育場を除く豊島区内すべての体育施設でご使用になれます。 

3,600円（4,000円分）、1,800円（2,000円）　※10％割引のお得なカードです。
・ 西巣鴨体育場をご利用の方は、料金を窓口にて直接お支払いいただくか、専用の回数券（10枚綴り 3,600円）をご利用ください。 

回数券の有効期限は発行日より１年間です。
・コインロッカー（1回10円）、シャワールームがございます。
・利用時間には準備と後片付けの時間も含まれます。

ご
利
用
に
あ
た
っ
て

個人公開
個人公開には指導員がおります。予約の必要はありません。
自由にご利用できますが、時間帯ごとの交替利用となります。



・ ご利用に際して負傷等事故発生の場合は、至急受付に連絡してください。ご利用中の事故については、応急処置はいたしますが、その後の責任
は負いかねます。

・貴重品については、各自で責任を持って保管してください。
・ 場内では係員の指示に従ってください。また他の方の迷惑になる行為をしたり、係員の指示に従わない場合は、退場していただくこともござい

ます。
・飲食については、指定の場所でお願いします。
・ペットを連れての来場、危険物の持ち込みは固くお断りします。
・ 施設内での飲酒はできません。また、酒気を帯びての施設利用はできません。
・施設および近隣周辺では、禁煙となっています。
〈駐車場について〉
・ 総合体育場にお車でご来場の際は駐車証を発行いたしますので、受付にお越しください。ただし総合体育場の駐車スペースは非常に限られて

おります。満車の際は近隣の有料駐車場をご利用ください。
・西巣鴨体育場には駐車場はございません。
・ 荒川野球場については、月～金はゲートが閉まっているため、お車でのご来場はできません。

・ 毎月最終月曜日（国民の休日にあたる場合は、その前の週の月曜日）
・年末年始（１２／２９～１／３）
・ その他、施設点検・整備等により、休場となる場合がございます。（広報としま、館内掲示にてお知らせいたします）

教室プログラムへのご案内

休場日

施設をご利用になる皆さんへ

総合体育場では、さまざまな健康・スポーツ教室を開催しています。
教室開催は、各種目とも総合体育場窓口やホームページ、「広報としま」などでお知らせいたします。

スポーツ教室

フィットネス教室

硬式テニス キッズ、ジュニア、U-18、一般
ソフトテニス 初・中級者教室
卓球 初・中級者教室
野球 幼児から小学生
サッカー U-6、U-8、U-10、U-12
和弓・アーチェリー 初心者教室

ヨガ / ピラティス / 親子体操 / 女性体操 / 太極拳 /フラダンス など　

総合体育場／体育室総合体育場／テニスコート


