
平成２８年度 事業報告 

Ⅰ． スポーツ等の普及振興事業（定款第４条第１号） 

１． 大会等開催事業 （経費：5,378 千円） 

事  業  名 事 業 内 容 当日参加者数（人） 

第 26 回仙台国際 
ハーフマラソン大会（5/8）
（主催） 

1 万人規模のランニングイベントであり，ハーフ（陸連登録・一
般・車いす），ビギナー向けの５km，小中学生・60 歳以上の
２ｋｍのカテゴリーを設けて開催した。 

  ハーフ  10,851 
 ５ｋｍ    2,107 
 ２ｋｍ     378 

観衆   75,000 

仙台泉ヶ岳トレイルラン 2016
（9/24・25）（主催） 

スプリングバレー泉高原スキー場周辺の特設コースで，
33km・17ｋｍ・12ｋｍのトレイルランや，トレッキング等市民
参加型のアウトドアスポーツイベントとして開催した。前年に引
き続き，泉ヶ岳悠・遊フェスティバルと同日開催。 

参加者 804 
観衆 500 

 

第 6 回仙台リレーマラソン 
（11/12・13）（主催） 

開催期間を 1 日から 2 日に拡大したこともあり、過去最高の
参加が得られた。6 人~15 人のメンバーで，仙台市陸上競
技場トラックとその外周の１周 1.4km 特設コースを，タスキリ
レーで 42.195ｋｍまたは 10km 走るチームレースとして開
催した。 

参加者 5,677 
（533 チーム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

【第 26 回仙台国際ハーフマラソン大会】 

 

 

【仙台泉ヶ岳トレイルラン 2016】 

 

 

【第 6 回仙台リレーマラソン】 



２． 大会・教室等施設企画事業（経費：61,883 千円） 

①  青葉体育館・仙台市武道館 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・フリー参加型  

卓球・バドミントン・各種武道・フラダンスなど 
スタジオ系（ヨガ・エアロｄｅシェイプなど）      

年間 107 プログラム 

 
9,291 

 

1 万人寒稽古 宮城県公立武道館協議会と共催で毎年実施している行事。（1/13） 48 

シニア健康エクササイズ シニアの健康維持を目的とし，通年で開催することにより運動習慣づくり
を狙いとした。（年 88 回） 17,204 

キッズスポーツデー 親子で楽しく身体を動かして遊べるように，各種遊具やゲームなどのプロ
グラムを提供した。（年 11 回） 513 

地域スポーツ指導者講
習会 

地域の指導者を対象に講習会を実施し，資質の向上を図った。（年 1
回）（剣道指導者講習会） 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

②  川内庭球場                          

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

テニス教室 
・定期型 
・通年型 

キッズ・ジュニア・初級（一般・中学生以上・未就学児）など 12 教室 2,656 

親子テニス教室 小学生と保護者を対象にした初心者向けの教室（年 2 回） 61 

第１２回川内カップ秋季
ダブルステニス大会 

小学生から一般までの初級者を対象に楽しく試合を体験してもらうことを
目的に開催。（10/16） 

40 組 
80 

第６回川内シニアカップ
テニス大会 

60 歳以上のシニアのペアを対象に生きがいづくりを目的に開催。
（5/15） 

16 組 
32 

地域スポーツ指導者講
習会 

テニスとソフトテニスの指導者を対象として，講習会を実施し、資質の向
上を図った。（年 2 回） 18 

 

 
 

 

 

秋季ダブルステニス大会 

夏休み剣道教室 キッズスポーツデー リフレッシュヨガ ヨガ棒エクササイズ 

指導者講習会 春教室 夜間の部 親子テニス教室 



③ 新田東総合運動場（元気フィールド仙台） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・通年型 

水泳，アクアビクス，テニス，各種小学生スポーツ，スケートボード，太
極拳，ヨガ，障害者対象スポーツ教室を開催した。（47 教室） 17,758 

シニア健康エクササイズ 
シニア健康フィットネス 

シニアの健康維持を目的とし，ストレッチやリズムウオーキング，軽い筋
力トレーニングを行った。事前予約不要のプログラム。（年 48 回） 1,917 

シニア健康アクアビクス シニアの健康維持を目的とした水中でのエクササイズ。事前予約不要
のプログラム。（年 11 回） 187 

シニア健康グラウンド・
ゴルフ 

シニアの健康づくりと交流を目的として、フリースペースの活用として、
芝生広場で開催した。（年７回） 244 

キッズスポーツデー 親子で楽しく身体を動かして遊べるように，各種遊具やゲームなどの
プログラムを提供した。（年 14 回） 1,572 

ボルダリング体験会 
・ワンポイントレッスン 

小学生以上を対象にした体験会。子供会や町内会向けの団体での
体験会も企画した。宮城県山岳連盟の講師によるワンポイントレッスン
も開催した。（年 33 回） 

930 

アーチェリー体験会・
練習会・検定会 

アーチェリーを体験することから始め，興味のある方は練習会や検定
会にも参加できる。（年 24 回） 115 

スケートボード大会 
仙台ＧＡＭＥＳ 

仙台スケートボード協会と共催にて，スケートボードパークを会場とし
て、パークスタイル・ボールスタイルの大会を開催した。 40 

仮設スケートボード 
フラットパーク 

平日の駐車場空きスペースを活用して、初心者が安心して練習でき
る場所として、フラットエリアを仮設で設置し開催した。（年 6 回） 274 

クライミングコンペ仙台
大会 

宮城県山岳連盟と共催にて，国体代表選手選考会を兼ね，キッズか
らオープンクラスまでのボルダリング部門を開催した。 126 

地域スポーツ指導者
講習会 

スポーツ指導者を対象に講習会を実施し，資質の向上を図った。ス
ポーツマッサージ，栄養講座等（年 4 回） 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ちびっこ水泳 アーチェリー体験会 ボルダリング体験会 

   スケートボードフラットパーク 



④ 出花体育館・高砂庭球場 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室（出花） 
・定期型 
・フリー参加型 

ヨガ・ピラティス・サッカー教室など 10 教室 
アンチエイジングプログラム 48 回 2,717 

スポーツデー（出花） 
・フリー参加型 ちびっこ遊ぼうデー・サタデースポーツ 34 

地域スポーツ指導者講
習会（出花） 

地域の方を対象に救命・救急・AED 講習会を実施し、資質の向上を
図った。（年 1 回） 9 

スポーツ教室 
（高砂庭球場） 
・定期型 

テニス教室 （硬式） 19 

 

 

⑤ 若林体育館 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 
・フリー参加 

ヨガ・テニス・バドミントン・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ・ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽなど 7 教室 
ミニテニス道場 (36 回)、シニア健康エクササイズ（36 回） 4,291 

おやこスポーツ トランポリン、ボール、手作り遊具などで親子で楽しく身体を動かす機会
を提供した。(年 12 回) 696 

ヴォスクオーレ仙台 
フットサルスクール 

幼児から小学生を対象に、プロフットサルリーグで活躍する選手を講師
として通年開催。（年 32 回） 1,502 

すぽーつ塾 幼児と小学生を対象に、運動の苦手な方でも安心して受講できるスポ
ーツ版の学習塾として開催。（年 30 回） 

 
789 

 

親子ですぽーつ塾 幼児の親子を対象に、一緒に体を動かす機会を提供。（年 6 回開催） 60 

す ぽ ー つ 塾 特 別 版  
跳び箱・鉄棒教室 

小学生低学年を対象に、跳び箱・鉄棒の苦手を克服する機会を提
供。（年 6 回開催） 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ミニテニス道場 おやこスポーツ シニア健康エクササイズ 

  ちびっこ遊ぼうデー サッカー ピラティス テニス 

ヴォスクオーレ仙台フットサルスクール 



⑥ カメイアリーナ仙台（仙台市体育館）  

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・短期型 
・自由参加型 

「通年型」「短期型」「当日参加型」の 3 つの柱を中心に，フロア，水
泳・水中運動，球技のスポーツプログラムを，未就学児～シニアまで
多種多様に多数展開。 
 
・通年型／年間 21 プログラム 
・短期型／年間 60 プログラム 
・自由参加型／年間 12 プログラム 

30,716 

第 23 回仙台市カップ
小学生スポーツ大会 
①バスケットボール 
②バレーボール 

競技を通してスポーツ技術の向上と少年少女の健全育成等を目的と
して仙台市体育館等で実施した。 
① 8/27-28・9/3-4  
② 12/10・11 

① 84 チーム  
1,186 

② 44 チーム 
455 

おでかけプログラム 
職員が地域に出向いてスポーツを指導。学校行事やPTA行事・企業
のレクリエーション等の場でニュースポーツ等のプログラムを提供し
た。（年 20 回） 

3,745 

 
 

 

⑦ 秋保体育館・長袋グラウンド・馬場グラウンド 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 小学生バドミントン・小学生テニス・一般テニスなど 19 教室 

 
2,023 

 

スポーツデーIN 秋保 バドミントン・卓球・輪投げ等のスポーツ通して、親子で楽しくスポーツ
に親しむ機会を提供した。（7/2） 8 

ゲートボール大会 
バレーボール大会 

勝敗にこだわらず、参加者が試合を通じて、スポーツの楽しさや秋
保地区住民の交流を図ることを目的とし開催した。 
ゲートボール大会（6/9）、バレーボール大会（11/20） 

40 
120 

地域スポーツ指導者講習

会（グラウンド・ゴルフ） 
 
ニュースポーツ体験会 
（がんばれ秋保っこ） 

地域の方を対象に講習会を実施し、資質の向上・交流の機会を提供し
た。（グラウンド・ゴルフ講習会）（1/8) 
 
地域の小学生にニュースポーツを体験してもらった。(10/16) 

25 
 

50 

健康体操教室 老人クラブ連合会と連携し、ゲーム性を取り入れた軽運動で身体を動
かし、健康増進と住民の交流を図った。（10/4） 60 

 
 
 
 
 
 
 
 ゲートボール大会 小学生バドミントン教室 

 

   

水中ウォーキング ヨ ガ 

一般テニス教室 

ベビーマッサージ こどもカラダづくり教室 

がんばれ秋保っ子 

 

 



⑧ 泉総合運動場  

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・通年型 
・定期型 

ちびっこ水泳・フラダンス・ヨガ・エアロビクス・Jr.サッカーなど 35 教室 15,750 

1 万人寒稽古 
（剣道・なぎなた・古武道・柔

道・合気道・弓道） 

県内の武道館で毎年実施している統一行事の一環として実施した。
（1/7～14） 639 

親子でキャンプ 
in おおくら 

大倉ふるさとセンターとその周辺の自然フィールドに出向いて，親子
での各種アウトドアイベントを開催した。日常では味わえない体験をす
ることで，親子の絆を深め， 夏休みの思い出づくりとなるよう提供し
た。 

17 家族 
57 

さたでいスポーツｉｎ泉 親子で楽しく身体を動かして遊べるように，各種遊具やゲームなどの
プログラムを提供した。（年 14 回） 3,235 

3×3 バスケットボー
ル大会 

若者に人気のあるスポーツである 3×3 バスケットボール大会を開催
し，スポーツの楽しさ・喜びを実感してもらった。（12/18） 

81 チーム 

355 

男女混合バレーボー
ル大会 

幅広い年齢層の方にバレーボールの楽しさを知ってもらうことを目的
に開催。年間ポイント制による順位を決定した。 

30 チーム 

278 

ちびっこ遊ぼうＤＡＹ 親子で楽しくスポーツに親しむ機会を提供するため，未就学児でも楽
しめるようなリズム体操等を実施した。（12 回） 927 

シニア健康エクササイズ シニアの健康維持を目的とし，通年で開催することにより運動習慣づ
くりを狙いとした。（年 39 回） 2,521 

ベガルタ仙台 
共催事業 
親子サッカー教室 

親子で一緒にスポーツをすることにより楽しい時間を共有し，絆を深
めることを狙いとした｡（年 1 回） 

21 組 
60 

【地域スポーツ指導者
講習会】 
弓道指導者研修会 

弓道指導者または指導者を目指す方々を対象とした研修会。弓道
指導に必要な知識・技能の向上を図り、地域でのスポーツ指導に役
立てることを目的とし、実施した。 

12 

おでかけプログラム 地域のスポーツ振興に寄与することを目的に，小学校 PTA 行事など
に出向き，プログラムを提供した。 

19 箇所 
1,869 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
３×３バスケットボール大会 ちびっこ遊ぼうＤＡＹ 親子でキャンプ in おおくら おでかけプログラム（職員派遣） 



⑨ 泉海洋センター  

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 

小学生テニス・サッカー/体操（幼児・小学低学年）・バレーボール・バ
ドミントン・ヨガ・卓球など  １６教室 1,539 

第３４回ミニバスケット
ボール新人大会 

日頃，泉海洋センターで活動している小学生を中心として相互の交
流と技術向上を図るため開催した。（1/7～9） 

17 チーム 
２６２ 

家族スポーツの日 スポーツを通して親子や家族の絆が深まるよう手軽にできるスポーツ
の場を提供した。（年 4 回） 312 

地域スポーツ指導者
講習会 

地域の方を対象に救命・救急・ＡＥＤの講習会を実施し，資質の向上
を図った。（10/19）（普通救命講習会） 
 
子供達がミニバスケットボールのゲームをして，そのプレイを見なが
ら，指導ポイントや審判法を学んだ。（1/7）（ミニバスケットボール審
判講習会） 

9 
 
 

21 
 
 

 
 
 

 

⑩ 北中山コミュニティグラウンド 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
・定期型 ちびっこサッカー・ノルディックウォーキングなど  9 教室 

 
436 

 

地域スポーツ指導者
講習会 

地域の方を対象に講習会を実施し，資質の向上を図った。 
（初級救命講習会）（年 1 回） 6 

ニュースポーツで遊ぼ
う（低学年サッカー） 

小学校の低学年を対象にサッカーやニュースポーツを通して，気軽
にスポーツを楽しむ機会を提供した。 136 

北中山コミュニティグラ
ウンド杯サッカー大会 
Ｕ-10 / Ｕ-15 

施設を練習会場として利用している小・中学校のサッカーチームを対
象に大会を開催した。(3/21，22) 

Ｕ-10 
5 チーム/180 
Ｕ-15 

5 チーム/97 

 

体操教室 

 

  
卓球教室

 

ヨガ教室 サッカー教室 

 

  

  

サッカー大会 
ノルディックウォーキング 

 

ちびっこサッカー 救命講習会 



⑪ 屋内グラウンド（シェルコムせんだい） 

事  業  名 事 業 内 容 参加者数（人） 

スポーツ教室 
各種大会等 

テニス、ヨガ、健康シェイプ、親子ＤＥビクス、ちびっこサッカー、野球
スクール、キッズベースボール大会、など １９事業 11,886 

第 14 回シェルコム 
フットサル大会 

フットサル愛好者がゲームで総合技術を競う場として開催。リーグ戦
方式の予選と決勝トーナメントを行った。（３／１２） 

20 チーム 
200 

みんなでジャンプ！ 
シェルコム大会 

1 チーム 8 人以上で長縄をいっせいに跳ぶ競技で，チームワークを
大事にする競技として開催した。泉区中央市民センターとの共催事
業。（１／１４） 

420 

楽天親子野球教室 親と子のふれあいと野球の基本を楽しく学ぶこと。また，運動不足解
消，運動能力の向上を目指し開催した。（4/10，11/20，3/5） 

170 組 
340 

グラウンド・ゴルフを楽
しもう 

１年を通して天候に左右されずグラウンド・ゴルフを楽しんでいただこう
と年４１回開催した。 

3,218 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※スポーツ教室 

通年型…開催の曜日・時間は固定し，1 年間通して開講する。技術力の向上とともに定期的な運動の機会を提供するもの。 

定期型…設定した期間の中で複数回開講する。運動を継続するための動機付けを図るもの。 

フリー参加型…受講者の都合に合わせて参加できる 1 回限りの教室。気軽に運動を楽しむ機会を提供するもの。 

親子野球教室 

 

シェルコムカップフットサル大会 みんなでジャンプ！シェルコム大会 グラウンド・ゴルフを楽しもう 



３． 仙台市・他団体との関連事業 

 

事 業 名 事 業 内 容 参加者数等 

【体育の日】 
マイタウンスポーツデー
事業 

体育の日に市内スポーツ施設において無料開放や各種プロ
グラム、各区スポーツ協会によるスポーツレクリエーション祭
を実施した。（10/10） 

19,342 人 

プロスポーツ支援 

在仙プロスポーツ球団が多くの市民に愛され、地域に根付い
た球団となるように支援することを目的としている。 
新プロバスケットボール B リーグ１部参入決定を受け、従来よ
り支援体制を拡充した仙台 89ＥＲＳホームタウン協議会を設
立及び仙台ベルフィーユサポート協議会の事務局を担った。 

 

元気はつらつチャレンジ
カード ※ 

高齢者のスポーツ活動を活性化させ，体力や健康の維持増
進を図るため，65 歳以上の施設利用者を対象としたポイント
カードシステムにより，高齢者の利用促進を図った。 

2,776 枚配布 

せんだいスポーツトワイ
ライトパス ※ 

午後 5 時以降に利用できる格安の施設共通利用定期券に
より、市民が気軽に継続してスポーツができる機会の動機付
けを図った。 

1 種 5,387 枚 
2 種 2,434 枚 

第 34 回全日本大学 
女子駅伝対校選手権 
大会（協力） 

平成 17 年より開催地を大阪から仙台に移し開催。仙台市
内中心部 38.0 ㎞ 6 区間のコースを舞台に，全国各地区の
代表 26 チームによる大学女子日本一を決める大会。愛称：
杜の都駅伝（10/30） 

参加者 156 人 
（26 チーム） 

観衆  83,000 人 

第 36 回全日本実業団 
対抗女子駅伝競走 
大会（協力） 

平成 23 年より開催地を宮城・仙台に移し開催。松島町をス
タートし仙台市陸上競技場をフィニッシュにする 42.195 ㎞
6 区間のコースを舞台に，実業団女子日本一を決める大
会。愛称：クイーンズ駅伝 in 宮城（11/27） 

参加者 132 人 
（22 チーム） 

 
※施設を利用する上での利用料金の割引制度であり，施設設置者としての仙台市の事業である。事業団としては，施設管理者として
カードの作成・配布，広報や統計業務で協力している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４． 支援運営事業等 

 

事業名 事業内容 件数等 

スポーツ大会開催・ 
派遣等助成 

国際又は全国規模の大会の仙台市内での開催及び市外で
開催される全国規模以上の大会に出場する選手に対する助
成を行った。 

開催助成   ２件 
派遣助成  76 件 
交流助成  37 件 

マイタウンスポーツ 
活動支援助成 

学区民体育振興会が主催する運動会や地域団体が主催す
るスポーツイベントの開催助成を行う。 

（学区体振対象） 
・運動会助成金 17,000 円以内 
・スポーツイベント開催助成金 20,000 円以内 
（総合型クラブ対象） 
スポーツイベント開催助成金 50,000 円以内 

運動会 91 件 
イベント 37 件 

総合型地域スポーツク
ラブ育成助成 

総合型地域スポーツクラブの設立及び運営に対して助成す
る。 

創設助成金 50 万円以内 
運営助成金 30 万円以内 

創設 0 団体 
運営 1 団体 

スポーツ団体の事務局
運営業務 

仙台市体育協会、仙台市スポーツ少年団、仙台市学区民
体育振興会連合会、仙台市マイタウンスポーツ活動推進協
議会、各区マイタウンスポーツ協会の事務局運営業務を行っ
た。 

 

スポーツコミッションせん
だい事務局運営業務 

 
スポーツイベントの誘致による交流人口の拡大や地域の活性
化を開催助成やその他支援で図ることを中心とし、併せて、
スポーツに参加する機会の拡大やスポーツを支える環境の
充実を図ることを目的に各種事業を行った。 
 

開催助成 6 件 
 

名義共催・後援等 各スポーツ実施団体の申請に基づき事業団の名義を（共
催・後援）使用することにより事業実施を支援した。 38 件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ． スポーツ等の情報収集・提供及び調査・研究事業（定款第４条第２号，第３号）  

（経費：2,798 千円） 

事業名 事業内容 

スポーツ情報の収集
及び提供 

 
「河北ウイークリー」記事掲載（年 18 回）    発行部数 約 440,000 部/回 
 
民間施設を含むスポーツ教室，イベント，同好会等の情報を収集し，市民への情報提供
を行った。 
 

ホームページの運営 

 
事業団 HP（http://www.spf-sendai.jp）の運営 
→インターネットを介して事業団が実施する各種事業に関する広報を行うほか，公益団
体として情報公開に努めた。また事業団が管理している施設，他団体が管理している施
設の専用ホームページをサイト内に設置している。 
 
【サイトの利用状況（年間）】 
●訪問数 ／ 793,204 
●ページビュー数 ／ 3,461,308 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ． 仙台市からの受託事業（定款第４条第１項第４号） 

（単位／千円） 

事業名 事業内容 所要経費 

スポーツ施設等  
運営総括業務 

民間指定管理者の導入に伴い施設間の管理運営、修繕及び利用に係る
調整業務並びに広報等の実施 

80,107 

スポーツナビゲーションセンターせんだいの設置・運営 

 

Ⅳ． スポーツ施設等の管理・運営（定款第４条第１項第５号） 

１． 指定管理者として仙台市のスポーツ施設の管理運営を行うもの 

（単位／千円） 

施設名称 指定期間 平成２８年度所要経費 

青葉体育館 
仙台市武道館 

平成 28 年度～平成 32 年度 

平成 28 年度決算額    133,637 

川内庭球場 平成 28 年度決算額     20,635 

新田東総合運動場 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 28 年度決算額    259,649 

出花体育館 
高砂庭球場 

平成 27 年度～平成 31 年度 平成 28 年度決算額     17,990 

若林体育館 平成 25 年度～平成 29 年度 平成 28 年度決算額     41,306 

仙台市体育館 平成 28 年度～平成 32 年度 平成 28 年度決算額    241,389 

秋保体育館 
長袋グラウンド 
馬場グラウンド 

平成 24 年度～平成 28 年度 平成 28 年度決算額     19,812 

泉総合運動場 

平成 28 年度～平成 32 年度 

平成 28 年度決算額    135,789 

泉海洋センター 平成 28 年度決算額     22,200 

北中山コミュニティグラウンド 平成 28 年度決算額     10,815 

屋内グラウンド 平成 27 年度～平成 31 年度 平成 28 年度決算額     94,815 

 

 

 

 



　　(指定管理者として管理運営を行った施設）

青葉体育館 競技場等 130,090 秋保体育館 競技場等 18,962

トレーニング室 33,819 会議室等 402

会議室等 37,731 計 19,364

計 201,640

長袋グラウンド 7,022

仙台市武道館 武道館 98,420

会議室等 3,577 馬場グラウンド 2,084

計 101,997

泉総合運動場 競技場等 75,401

川内庭球場 75,033 トレーニング室 23,388

会議室等 6,152

新田東総合運動場 競技場等 171,858 グラウンド 39,341

トレーニング室 48,688 武道館 46,400

会議室等 35,886 庭球場 85,618

温水プール 83,216 プール 9,669

野球場 78,394 サッカー場 38,452

計 418,042 計 324,421

出花体育館 競技場等 25,280 屋内グラウンド 競技場等 218,590

会議室等 2,130 会議室等 27,558

計 27,410 計 246,148

高砂庭球場 4,648 泉海洋センター 競技場等 26,518

会議室等 2,297

若林体育館 競技場等 86,416 プール 0

トレーニング室 11,283 計 28,815

会議室等 17,328

計 115,027 グラウンド 13,367

和室 1,015

仙台市体育館 競技場等 297,802 計 14,382

トレーニング室 68,839

会議室等 32,742

温水プール 50,581

計 449,964 全施設合計 2,035,997

2. 平成28年度スポーツ施設利用者数

北中山コミュニティ
グラウンド
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