
アリーナ・障害者スポーツ施設について 

１ 都内障害者スポーツ施設の状況 

 （１）東京都障害者総合スポーツセンター 

   ① 所在地  北区十条台一丁目２番２号 

   ② 建 物  敷地面積：２２，５６８．１３㎡ 

    ア 本 館  延床面積：６，０３５．６５㎡ 

           規模構造：地上２階建（一部３階、一部地下１階） 

                鉄筋コンクリート造 

           施設内容：体育館、プール、卓球室、サウンドテーブルテニス室、宿

泊室 

    イ 増築棟  延床面積：４，２５９．３１㎡ 

           規模構造：地上２階建  鉄筋コンクリート造 

           施設内容：トレーニング室、多目的室、洋弓場 

    ウ 屋外施設 面  積：８，９０８㎡ 

           施設内容：運動場、庭球場 

（２）東京都多摩障害者スポーツセンター 

   ① 所在地  国立市富士見台二丁目１番１号 

   ② 建 物  敷地面積：９，１０８．６７㎡ 

    ア 本 館  延床面積：４，９９０.５９㎡ 

           規模構造：地上２階建  鉄筋コンクリート造 

           施設内容：体育館、プール、トレーニング室 

    イ 宿泊棟  延床面積：１，３８０．７７㎡ 

           規模構造：地下１階地上２階建  鉄筋コンクリート造 

           施設内容：卓球室、サウンドテーブルテニス室、宿泊室 

（３）日本財団パラアリーナ 

   ① 所在地  品川区東八潮三丁目１番（船の科学館敷地内） 

   ② 建 物  建築面積：３，１８７㎡ 

          延床面積：２，９８９㎡ 

          規模構造：地上１階建  鉄骨造 

   ③ 施設内容 

施設名 規模 主な利用目的 

アリーナ 2,035㎡ バスケットボール 3面 

ウィルチェアラグビー 3面 

ボッチャ 8面 

シッティングバレーボール 2面

ゴールボール 1面 

ブラインドサッカー 1面 

トレーニングルーム、ミーティングルーム

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ推進特別委員会資料

令 和 ３ 年 １ 月 ２ １ 日

文化スポーツ振興部スポーツ推進課
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２　２３区におけるアリーナの設置状況（観覧席あり）

千代田区

総合体育館 戸越体育館 スポーツセンター 新宿コズミックスポーツセンター

品川区東五反田2－11－2 品川区豊町2－1－17 千代田区内神田2－1－8 新宿区大久保3－1－2

平成18年度 昭和34年度 昭和47年度 平成4年度

名称 主競技場 主競技場 主競技場 主競技場 第二競技場 アリーナ サブアリーナ 大体育室 小体育室 大体育室

面積 2,040㎡ 1,080㎡ 1,188㎡ 1,320㎡ 665㎡ 2,000㎡ 1,175㎡ 1,620㎡ 480㎡ 1,218㎡

観覧席数 318席 100席 335席 674席 ー 710席 ー 296席 ー 218席

バスケットボール2面 バスケットボール2面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バレーボール2面 バレーボール1面 バレーボール バレーボール バスケットボール2面

バレーボール3面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バレーボール2面 バレーボール1面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バスケットボール 卓球 バレーボール6人制3面

バドミントン12面 バドミントン6面 フットサル2面 バドミントン8面 バドミントン4面 バドミントン8面 バドミントン4面 フットサル バドミントン バレーボール9人制2面

テニス2面 テニス1面 バドミントン8面 パドルテニス4面 フットサル2面

卓球34台 卓球18台 フットサル1面 バドミントン6面

卓球27台

ハンドボール1面

文京区

文京スポーツセンター スポーツ会館 深川スポーツセンター 亀戸スポーツセンター 東砂スポーツセンター 深川北スポーツセンター

文京区大塚3－29－2 江東区北砂1－2－9 江東区越中島1－2－18 江東区亀戸8－22－1 江東区東砂4－24－1 江東区平野3－2－20

平成30年度 昭和50年度 昭和63年度 平成2年度 平成8年度 平成14年度

名称 競技場 第一競技場 第二競技場 メインアリーナ サブアリーナ 大体育室 大体育室 大体育室 大体育室 体育室

面積 1,653㎡ 1,512㎡ 702㎡ 2,166㎡ 912㎡ 1,596㎡ 1,204㎡ 1,194㎡ 987㎡ 840㎡

観覧席数 139席 435席 ー 1,564席 172席 172席 300席 132席 110席 72席

バスケットボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バスケットボール バスケットボール バスケットボール2面 バスケットボール2面 バレーボール2面 バスケットボール1面 バスケットボール1面

バレーボール3面 バレーボール2面 バレーボール1面 バレーボール バレーボール バレーボール3面 バレーボール2面 バスケットボール1面 バレーボール1面 バレーボール2面

バドミントン8面 バドミントン8面 バドミントン4面 ハンドボール ハンドボール バドミントン8面 バドミントン8面 バドミントン6面 バドミントン6面 バドミントン6面

卓球台24台 ハンドボール1面 卓球9台 バドミントン バドミントン 卓球台20台 卓球24台 卓球20台 卓球20台 卓球20台

卓球20台 テニス1面 卓球 テニス ビーチボール8面 ソフトテニス2面 ソフトテニス1面

テニス2面 フットサル 卓球 ソフトバレーボール8面 フットサル1面

テニス 武道系

ダンス系

フットサル

昭和59年度

台東区

台東リバーサイドスポーツセンター

台東区今戸1－1－10

昭和58年度

墨田区

総合体育館

墨田区錦糸4－15－1
錦糸公園内

平成22年度

江東区

区分 品川区 中央区 港区 新宿区

施設所在地
中央区日本橋浜町2－59－1

浜町公園内
港区芝浦1-16-1

みなとパーク芝浦内3～8階

施設名称 総合スポーツセンター 港区スポーツセンター 新宿スポーツセンター

新宿区大久保3－5－1

アリーナ

利用目的

開設年度 平成8年度 平成26年度

区分

施設名称

施設所在地

開設年度

アリーナ

利用目的
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名称

面積

観覧席数

名称

面積

観覧席数

区分

施設名称

施設所在地

開設年度

アリーナ

利用目的

アリーナ

利用目的

開設年度

施設所在地

施設名称

区分 世田谷区 渋谷区

碑文谷体育館 中央体育館 大森スポーツセンター 総合運動場体育館 渋谷区スポーツセンター

目黒区碑文谷6－12－43 目黒区目黒本町5－22－8 大田区大森本町2－2－5 世田谷区大蔵4－6－1 渋谷区西原1－40－18

平成13年度 昭和43年度 平成9年度 昭和41年度 昭和60年度

体育室 競技場 メインアリーナ サブアリーナ 競技場 アリーナ 大体育室 メインアリーナ サブアリーナ

1,209㎡ 1,346㎡ 1,824㎡ 646㎡ 1,620㎡ 1,160㎡ 1,376㎡ 1,750㎡ 800㎡

68席 298席　車いす席2席 4,012席 200席 368席　車いす席8席 632席 430席 810席 48席

バスケットボール2面 バスケットボール2面 バレーボール3面 バレーボール1面 ハンドボール1面 バスケットボール1面 バレーボール3面 バスケットボール2面 バレーボール1面

バレーボール2面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バスケットボール2面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バレーボール2面 バスケットボール1面

バドミントン6面 バドミントン8面 バドミントン10面 バドミントン4面 バレーボール2面 卓球21台 バドミントン10面 バドミントン8面 バドミントン4面

卓球台14台 卓球台30台 柔道2面 バドミントン8面 バドミントン6面 卓球24台 テニスコート2面 テニス1面

フットサル1面 ソフトテニス2面 テニス2面 卓球36台

フットサル2面 卓球27台 フットサル1面

柔道3面

剣道6面

豊島体育館 南長崎スポーツセンター 滝野川体育館 桐ヶ丘体育館 小豆沢体育館 東板橋体育館 上板橋体育館

豊島区要町3－47－8 豊島区南長崎4－13－5 北区西ヶ原2－1－6 北区赤羽台3－17－57 板橋区小豆沢3－1－1 板橋区加賀1－10－5 板橋区桜川1－3－1

昭和42年度 平成25年度 昭和61年度 昭和41年度 平成20年度 昭和61年度 平成5年度

競技場 体育館 アリーナ アリーナ 大体育室 小体育室 室内競技場 室内競技場 室内競技場

1,432㎡ 774㎡ 1,512㎡ 899㎡ 1,714㎡ 747㎡ 1,315㎡ 1,280㎡ 1,357㎡

487席 156席 482席 500席 294席 ー 541席 298席 304席

バスケットボール2面 バスケットボール1面 バスケットボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バレーボール2面 バレーボール2面 バスケットボール2面

バレーボール2面 バレーボール1面 バレーボール3面 バレーボール2面 バドミントン10面 バドミントン3面 バドミントン6面 バドミントン6面 バレーボール2面

バドミントン8面 バドミントン4面 卓球24台 卓球14台 バレーボール3面 バレーボール1面 バスケットボール2面 バスケットボール2面 バドミントン8面

卓球台24台 卓球台12台 バドミントン10面 バドミントン6面 フットサル2面 フットサル1面 卓球20台 卓球 卓球24台

フットサル2面 卓球32台 卓球10台 フットサル2面 体操

ハンドボール2面

キリンレモンスポーツセンター
（総合体育館）

中野区新井3－37－78

令和2年度平成24年度

荒川区南千住6－45－5

昭和60年度

荒川総合スポーツセンター

板橋区豊島区 北区 荒川区

大田区東蒲田1－11－1

総合体育館

目黒区 大田区 中野区
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名称

面積

観覧席数

名称

面積

観覧席数

区分

施設名称

施設所在地

開設年度

アリーナ

利用目的

アリーナ

利用目的

開設年度

施設所在地

施設名称

区分

総合体育館 上石神井体育館 光が丘体育館 中村南スポーツ交流センター 総合スポーツセンター スイムスポーツセンター 梅田地域体育館

練馬区谷原1－7－5 練馬区上石神井1－32－37 練馬区光が丘4－1－4 練馬区中村南1－2－32 足立区東保木間2－27－1 足立区西保木間4－10－1 足立区梅田7－33－1

昭和47年度 平成2年度 平成6年度 平成20年度 昭和54年度 平成4年度 昭和61年度

競技場 競技場 競技場 多目的アリーナ 大体育室 体育館 体育館

1,404㎡ 952㎡ 1,410㎡ 953㎡ 1,512㎡ 880㎡ 850㎡

308席 23席 483席 240席 380席 128席 113席

バレーボール2面 バレーボール2面 バレーボール2面 バレーボール2面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バレーボール2面

バスケットボール2面 バスケットボール バスケットボール2面 バドミントン6面 バレーボール3面 バレーボール2面 バスケットボール1面

バドミントン8面 フットサル バドミントン8面 バスケットボール2面 バドミントン8面 バドミントン4面 バドミントン4面

バドミントン 卓球24台 フットサル1面 卓球27台 卓球20台 卓球18台

卓球 フットサル2面 卓球 トランポリン バウンドテニス4面

バウンドテニス8面

スポーツセンター 総合体育館

葛飾区奥戸7－17－1 葛飾区高砂1－2－1 江戸川区西葛西4－2－20 江戸川区松本1－35－1

昭和59年度 平成元年度 昭和56年度 昭和45年度

大体育室 エイトホール メインアリーナ サブアリーナ 大体育室 主競技場

2,000㎡ 744㎡ 1,561㎡ 757㎡ 1,701㎡ 1,307㎡

1,200席 600席 362席 380席

バスケットボール2面 バレーボール1面 バスケットボール2面 バスケットボール1面 バレーボール2面 バスケットボール2面

バドミントン12面 バドミントン2面 卓球32台 卓球16台 バスケットボール2面 バレーボール2面

バレーボール3面 卓球10台 バドミントン10面 バドミントン4面 バドミントン8面 フットサル2面

フットサル2面 バレーボール3面 バレーボール1面 卓球40台 バドミントン8面

ハンドボール2面 ソフトテニス2面 ソフトテニス1面 卓球25台

卓球32台

ソフトテニス3面

960席

奧戸総合スポーツセンター 水元総合スポーツセンター

葛飾区水元1－23－1

平成27年度

江戸川区葛飾区

練馬区 足立区
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３　２３区のアリーナにおけるプロスポーツの使用実績

区名 施設名称 アリーナ名称 プロスポーツの実施内容

中央区 総合スポーツセンター 主競技場
B3リーグ（男子）
東京サンレーヴス　ホームゲーム

墨田区 総合体育館 メインアリーナ
Vリーグ　ディビジョン１（男子）
FC東京　ホームゲーム

大田区 総合体育館 メインアリーナ

・DDTプロレス　試合
・プロボクシング　タイトルマッチ
・Vリーグ　ディビジョン１（女子）
　NECレッドロケッツ　ホームゲーム
　V・ファイナルステージ、V　Cup
・B2リーグ（男子）
　アースフレンズ東京Z  ホームゲーム

世田谷区 総合運動場体育館 アリーナ
B2リーグ（男子）
アースフレンズ東京Z　ホームゲーム

板橋区 小豆沢体育館 室内競技場
B3リーグ（男子）
東京エクセレンス　ホームゲーム

足立区 総合スポーツセンター 大体育室 関東女子フットサルリーグ2020

４　総合体育館におけるイベントの実施状況

実施年月日 イベント名称 イベント概要 備考

平成29年4月22日
春のスポーツフェスタ2017
体育指導のスタートライン

・かけっこ、縄跳び、鉄棒教室
・トレーニング体験イベント
ゲスト・講師：高梨沙羅（スキー）、鶴見虹
子（体操）他

主催者　(有)WIN AGENT
参加者　400名程度
※営利利用

平成30年4月21日
春のスポーツフェスタ2018
体育指導のスタートライン

・かけっこ、縄跳び、鉄棒教室
・トレーニング体験イベント
ゲスト・講師：永野佑一（陸上競技）他

主催者　(有)WIN AGENT
参加者　500名程度
※営利利用

平成30年7月21日
～22日

スポーツエアロビック2018南
東京オープン

全国大会予選を兼ねた関東地区対象の
スポーツエアロビック大会

主催者　（公社）日本エアロ
ビック連盟
参加者　500名程度

令和元年8月3日
かけっこ教室
“Kiryu Challenge Clinic”
日本生命保険相互会社

・小学生対象のかけっこ教室
・区後援イベント
ゲスト・講師：桐生祥秀（陸上競技）

主催者　日本生命保険相
互会社
参加者　250名程度

令和元年8月17
日、9月22日

スポーツエアロビック2019南
東京オープン

全国大会予選を兼ねた関東地区対象の
スポーツエアロビック大会

主催者　（公社）日本エアロ
ビック連盟
参加者　500名程度

５　２３区におけるサンドコートの設置状況

区名 施設名称 施設概要 利用種目

大田区
大森東水辺スポーツ広場
ビーチバレー場

・面数：４面
　メインコート1面、サブコート3面
・コートは国際バレーボール連盟（FIVB）
の規定に準拠
・メインコート周辺にスタンド席あり

・ビーチバレー、ビーチテニ
ス、ビーチサッカー等

渋谷区
宮下公園
多目的運動施設
（サンドコート）

・面積：36ｍ×19ｍ（684㎡）
・屋外、ナイター設備完備

・ビーチサッカー、ビーチバ
レー等のサンドスポーツ全
般

杉並区
永福体育館
ビーチコート

・面積：29ｍ×34ｍ（986㎡）
・屋外、ナイター設備完備

・ビーチバレー、ビーチサッ
カー、ビーチテニス、ビーチ
フラッグ、ビーチフライング
ディスク、ビーチヨガ
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