
スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所

一橋大学国立団地陸上競技場改修その他工事 東京都国立市
代々木公園陸上競技場改修工事 東京都渋谷区
富士北麓公園陸上競技場建設工事 〔第２種公認〕 山梨県富士吉田市
小瀬スポーツ公園陸上競技場建設工事 〔第１種公認〕 山梨県甲府市
小瀬スポーツ公園補助競技場建設工事 〔第３種公認〕 山梨県甲府市
櫛形総合公園陸上競技場建設工事 〔第３種公認〕 山梨県南アルプス市
緑が丘スポーツ公園競技場改修工事 〔第２種公認〕 山梨県甲府市
小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園陸上競技場改修工事 〔第１種公認〕 山梨県甲府市
櫛形総合公園陸上競技場改修工事 〔第３種公認〕 山梨県南アルプス市
小瀬スポーツ公園陸上競技場改修工事  〔第１種・３種公認〕 山梨県甲府市
布引運動公園陸上競技場フィールド整備工事 滋賀県東近江市
枚方市立陸上競技場第2種公認改修工事 〔第２種公認〕 大阪府枚方市
金岡公園陸上競技場改修工事 〔第２種公認〕 大阪府堺市
記念公園陸上競技場走路改修工事 〔第１種公認〕 兵庫県尼崎市
三木山総合公園陸上競技場整備工事 兵庫県三木市
平和台陸上競技場（ラインマーキング他） 〔第１種公認〕 福岡県福岡市

小野路球場整備工事 東京都町田市
私学事業団軟式野球場人工芝張替工事 東京都葛飾区
早稲田実業学校王貞治記念グラウンド改修工事 東京都八王子市
小野路球場グラウンド復旧工事 東京都町田市
東海大学土屋野球場改修工事 神奈川県平塚市
上谷総合公園野球場整備工事 埼玉県鴻巣市
町民総合広場野球場・ソフトボール場設備工事 山梨県北杜市
富士北麓公園野球場建設工事 山梨県富士吉田市
小瀬スポーツ公園野球場改修工事 山梨県甲府市
小瀬スポーツ公園野球場造成工事 山梨県甲府市
櫛形総合公園野球場改修工事 山梨県南アルプス市
小瀬スポーツ公園野球場内野改修工事 山梨県甲府市
真田山公園野球場整備工事 大阪府大阪市
東広島運動公園野球場整備工事 広島県東広島市
東部工場建替ソフトボール場移転工事 福岡県福岡市

竹葉公園テニスコート改修工事 北海道北広島市
七北田公園テニスコート改修工事 宮城県仙台市
東北大学北キャンパステニスコート改修工事 宮城県仙台市
湯川村村営テニスコート改修工事 福島県河沼郡湯川村
滝根運動場テニスコート改修工事 福島県田村市
筑波大テニスコーﾄ改修工事 茨城県つくば市
阿見町デンセイ･ラムダテニスコートシーリング工事 茨城県牛久市
県立伊奈高校テニスコート改修工事 茨城県つくばみらい市
八郷中学校テニスコート改修工事 茨城県石岡市
シノンテニスカレッジ舗装工事 千葉県松戸市
早稲田大学鴨川セミナーハウステニスコート新設工事 千葉県鴨川市
気象大学テニスコート改修工事 千葉県柏市
南市川テニス再シール工事 千葉県市川市
東初石テニス再シーリング工事 千葉県流山市
美浜テニスシーリング工事 千葉県千葉市
川間テニス補修工事 千葉県野田市
姉崎運動広場テニスコート補修 千葉県市原市
逆井運動場庭球場改修工事 千葉県柏市
藤岡渡良瀬運動公園テニスコート改修工事 栃木県栃木市
都立三田高等学校コート改修工事 東京都港区
明星大学テニスコート舗装工事 東京都日野市

工    事    名
陸上競技場・全天候型表層工事

テニスコート

野　球　場



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
都立小金井北高校テニスコート舗装工事 東京都小金井市
福東公園テニスコート工事 東京都福生市
国本学園テニスコート改修工事 東京都世田谷区
東京ガステニスコート改修工事 東京都小平市
田柄高校テニスコート改修工事 東京都練馬区
都立神代高校テニスコート舗装工事 東京都調布市
オリンパス研究所テニスコート舗装工事 東京都八王子市
田柄高校テニスコート再シール工事 東京都練馬区
みやぎ水再生センターテニスコート新設工事 東京都足立区
淑徳短期大学テニスコート舗装工事 東京都板橋区
目白学園テニスコート改修工事 東京都新宿区
深沢中学校テニスコート改修工事 東京都世田谷区
玉川野毛町公園テニスライン工事 東京都世田谷区
猿江恩賜公園施設(テニスコート)改修工事 東京都江東区
小金井公園テニスコート改修工事 東京都武蔵野市
東綾瀬公園テニスコート改修工事 東京都足立区
舎人公園施設改修工事 東京都足立区
都立文京高校（２３）校庭改修その他工事 東京都豊島区
光が丘公園テニスコート改修工事 東京都練馬区
汐入公園テニスコート改修工事 東京都荒川区
港南中学校テニスコートシーリング工事 東京都港区
府中の森公園テニスコート改修工事 東京都府中市
東金町運動場テニスコート人工芝張替工事 東京都葛飾区
井の頭恩賜公園西園園地整備工事(テニスコート) 東京都武蔵野市
東京都中央ろう学校環境整備工事 東京都杉並区
瀬谷本郷公園テニスコート工事 神奈川県横浜市
日本女子大学生田校舎テニスコート改修工事 神奈川県川崎市
山手学院テニスコート工事 神奈川県横浜市
飯山テニスクラック補修工事 神奈川県厚木市
旭化成工場テニスコート改修工事 神奈川県川崎市
七里ガ浜テニスクラブ改修工事 神奈川県鎌倉市
湘南平テニス補修工事 神奈川県平塚市
七里ヶ浜テニス改修工事 神奈川県鎌倉市
菅高校テニス整備工事 神奈川県川崎市
百合丘高校テニスコート復旧工事 神奈川県川崎市
目白学園テニスコート改修工事 神奈川県川崎市
神奈川県立相原高校テニスコート改修工事 神奈川県相模原市
出版健康保険組合テニスコート改修工事 埼玉県大宮市
ユタカテニスクラブ改修工事 埼玉県富士見市
中央公園テニスコート改修工事 埼玉県深谷市
大宮第二公園テニスコート人工芝修繕工事 埼玉県さいたま市
パルテニスクラブコート改修工事 埼玉県松伏町
若葉台テニスポスト交換工事 埼玉県坂戸市
沼井公園テニスコート改修工事 埼玉県久喜市
秋ケ瀬公園テニスコート改修工事 埼玉県さいたま市
大宮運動場14区画テニスコート補修工事 埼玉県さいたま市
大宮12区テニスコート改修工事 埼玉県さいたま市
越谷テニスコート新設工事 埼玉県越谷市
飯能・日高分譲地内テニスコート改修工事 埼玉県日高市
ふじみ野市武蔵野テニスコート改修工事 埼玉県ふじみ野市
長坂中学校テニスコートクレイ舗装工事 山梨県北杜市
志麻の里防災公園テニスコート・多目的コート新設工事 山梨県甲斐市
曽根丘陵公園テニスコート改修工事 山梨県甲府市
山梨県立都留興譲館高等学校テニスコート整備工事 山梨県都留市
焼津グランドホテルテニスコート改修工事 静岡県焼津市
報徳会館テニスコート改修工事 静岡県御殿場市
ヨネックステニスコート改修工事 新潟県長岡市



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
日本歯科大学テニスコート改修工事 新潟県新潟市
軽井沢プリンスホテルテニスコート改修工事 長野県軽井沢町
旧軽井沢テニスシーリング工事 長野県軽井沢町
西区テニスコート補修工事 長野県軽井沢町
坂祝町テニスコート改修工事 岐阜県坂祝町
名東インドアテニススクール新築工事 愛知県名古屋市
パシフィックテニスクラブテニスコート修繕工事 愛知県豊川市
横井山緑地テニスコート補修工事 愛知県名古屋市
新東工業豊川工場テニスコート改修工事 愛知県豊川市
豊田市テニスコート改修工事 愛知県豊田市
五ケ丘公園テニスコート修繕工事 愛知県豊田市
大石緑地テニスコート改修工事 滋賀県大津市
曽束緑地テニスコート改修工事 滋賀県大津市
藤原中学校テニスコート改修工事 三重県藤原町
名張市民テニスコート改修工事 三重県名張市
ワークセンター松阪テニスコート改修工事 三重県松阪市
楠テニスコート人工芝改修工事 三重県四日市市
広陵町健民テニスコート改修工事 奈良県広陵町
吹田市立山田スポーツグラウンド庭球場コート面及び地盤改修工事 大阪府吹田市
南天満公園庭球場整備工事 大阪府大阪市
吹田市立南正雀スポーツグラウンド庭球場D･Eコート改修工事 大阪府吹田市
浜寺公園テニスコート改修工事 大阪府堺市
寺ケ池公園テニスコート改修工事 大阪府河内長野市
住吉公園テニスコート改修工事 大阪府大阪市
田寺テニスコート人工芝工事 兵庫県姫路市
田主丸町民テニスコート整備工事 福岡県田久留米市
千鳥ヶ池公園テニスコート整備工事 福岡県古賀市
多々良浄水場テニスコート補修工事 福岡県粕屋町
桧原運動公園テニスコート整備工事 福岡県福岡市
千鳥ヶ池公園テニスコート人工芝改修工事 福岡県古賀市
上月隅中央公園テニスコート整備工事 福岡県福岡市
東平尾公園テニス競技場改修（その３）工事 福岡県福岡市
小郡市テニスコート改修工事 福岡県小郡市
九州国際テニス改修工事 福岡県糟屋郡志免町

仙台市泉総合運動場泉サッカー場天然芝張替工事 〔天然芝〕 宮城県仙台市
鹿島サッカースタジアム新築工事 〔天然芝〕 茨城県鹿島市
総合スポーツゾーンサッカー・ラグビー場改修工事その1 栃木県宇都宮市
総合スポーツゾーンサッカー・ラグビー場改修工事その2 栃木県宇都宮市
南長崎スポーツ公園整備工事 〔人工芝〕 東京都豊島区
小瀬スポーツ公園競技場改修工事 〔天然芝〕 山梨県甲府市
押原公園造成及びスポーツ広場整備工事 〔天然芝・人工芝〕 山梨県昭和町
富士川町民交流広場整備工事 〔人工芝〕 山梨県富士川町
櫛形総合公園陸上競技場芝生改修工事 〔天然芝〕 山梨県南アルプス市
オリンピックバイアスロン会場整備工事 〔天然芝〕 長野県野沢温泉村
オリンピック施設整備工事 クロスカントリー13工区 〔天然芝〕 長野県白馬村
ジュネスサッカー場芝張り工事 長野県富士見町
羽黒中央公園園地整備工事 〔人工芝〕 愛知県犬山市
西宮浜総合公園多目的グラウンド整備工事 〔人工芝〕 兵庫県西宮市

市立秋保中学校校庭整備工事 宮城県仙台市
色麻小中学校校庭芝生化工事 宮城県加美郡色麻町
丸山町立丸山中学校校庭整備工事 千葉県南房総市
第三岩淵小学校校庭改修工事 東京都北区
岩淵小学校校庭改修工事 東京都北区

サッカー場

グラウンド
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施 工 場 所工    事    名
運動場施設復旧工事（多摩川緑地広場） 東京都大田区
都立大崎高校グラウンド工事 東京都品川区
区立港南小学校校庭舗装工事 東京都港区
第二岩淵小学校校庭改修工事 東京都北区
常盤小学校校庭舗装改修工事 東京都中央区
第一中学校外4校校庭整備工事 東京都文京区
本村小学校校庭改修工事 東京都港区
滝野川女子高校校庭補修工事 東京都北区
港区立朝日中学校校庭芝生化工事 東京都港区
青山運動場整備工事 東京都港区
都立三宅高等学校(16)校庭復旧その他工事 東京都三宅村
公庫運動場整備工事 東京都三鷹市
三田中学校校庭整地その他工事 東京都港区
立花中学校校庭舗装改修工事 東京都墨田区
港区立高松中学校校庭芝生化工事 東京都港区
豊島区立目白小学校校庭補修工事 東京都豊島区
町田市立小山中央小学校校庭整地工事 東京都町田市
町田市立小山田小学校校庭芝生整備工事 東京都町田市
田原小学校校庭舗装工事 東京都台東区
滝野川小学校他１校補修工事 東京都北区
小山田緑地運動施設改修工事 東京都町田市
都立砂川高校校庭補修工事 東京都立川市
町田市立南大谷小学校校庭芝生整備（天然芝） 東京都町田市
町田市立藤の台小学校校庭芝生整備（天然芝） 東京都町田市
都立大泉高校グラウンド工事 東京都練馬区
忍岡小学校校庭補修工事 東京都台東区
鶴間小学校校庭芝生整備工事 東京都町田市
日本女子体育大学グラウンド整備工事 東京都世田谷区
創価大学グラウンド改修工事 東京都八王子市
青山小学校グラウンド整備工事 東京都港区
入新井第一小学校整備工事 東京都大田区
東京経済大学整備工事 東京都武蔵村山市
上智大学グラウンド改修工事 東京都千代田区
成瀬台中学校校庭整備工事 東京都町田市
小平西高等学校環境整備工事 東京都小平市
千早小学校校庭改修工事 東京都豊島区
町田市立金井中学校芝生整備工事 東京都町田市
町田市立小山田中学校校庭整備工事 東京都町田市
東京都立雪谷高等学校校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 東京都大田区
葛飾区東金町運動場多目的広場人工芝生化その他工事 東京都葛飾区
町田市立三輪小学校校庭整備工事 東京都町田市
東京都立国立高等学校ほか１校（２８）校庭改修その他工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 東京都国立市
東京都立向丘高等学校（29）校庭改修工事 東京都文京区
緑ヶ丘グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 東京都町田市
小平市立上宿・第十・第十四小学校校庭改修工事 東京都小平市
都立芝商業高等学校(30)防球網及び校庭改修工事 東京都港区
中央区立泰明小学校校庭舗装改修工事 東京都中央区
東京都立文京高等学校校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 東京都豊島区
逗子小学校運動場整備工事 神奈川県逗子市
日本女子大学中高グラウンド及びフットサルコート改修 神奈川県川崎市
上野原高校グラウンド整備工事 山梨県上野原市
山梨学院. 川田「未来の森」運動公園工事 山梨県甲府市
甲斐市立竜王西小学校校庭芝生化等整備工事 山梨県甲斐市
甲斐市立双葉東小学校校庭整備工事 山梨県甲斐市

山梨県南アルプス市
塩山総合グラウンド改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲州市
韮崎市勤労青年センターグラウンドﾞ改修工事（人工芝） 山梨県韮崎市

南ｱﾙﾌﾟｽ市立白根飯野小学校ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ）



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
甲府市立千塚小学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
南アルプス市立若草グラウンド防球ネット改修 山梨県南アルプス市
甲府市立笛南中学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立北新小学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
韮崎市立甘利小学校グラウンド改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県韮崎市
山梨県立吉田高校グラウンド整備工事 山梨県富士吉田市
山梨県立巨摩高校グラウンド整備工事 山梨県南アルプス市
甲府市立大塚小学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県市川三郷町
甲府市立朝日小学校校庭改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
高校総体グラウンド整備工事 山梨県甲府市
甲府市立伊勢小学校グラウンド改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立池田小学校他グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立大里小学校他グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府私立善誘館小学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立南中学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立新紺屋小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立湯田小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立相川小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立甲運小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ)　 山梨県甲府市
甲府市立舞鶴小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立東小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立玉諸小学校グラウンド復旧工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ） 山梨県甲府市
甲府市立石田小学校校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
本栖湖スポーツセンターグラウンド整備工事（天然芝） 山梨県富士河口湖町
甲府市立山城小学校グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立南西中校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立新紺屋小校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
北杜市立明野小学校グラウンド等改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県北杜市
北杜市立須玉小学校グラウンド改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県北杜市
山梨県立わかば支援学校改築グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県南アルプス市
甲府市立南中学校校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立中道南小校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
山梨県立都留興譲館高等学校津グラウンド整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県都留市
北杜市立武川小学校校庭改修工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県北杜市
甲府市立城南中学校校庭整備（Ⅰ期）（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
第2保育園･藤井公民館（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県韮崎市
甲府市立城南中学校校庭整備工事（Ⅱ期）（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
甲府市立新田小学校校庭整備工事（ｸﾞﾗﾝｻﾝﾄﾞ・ｸﾞﾗﾝｿｲﾙ） 山梨県甲府市
中道北小学校外構（B工区）工事 山梨県甲府市
玉諸小学校グラウンド拡張（Ⅰ期・Ⅱ期）工事 山梨県甲府市
いなべ総合学園高等学校運動場整備及び外構工事 三重県いなべ市
青山グラウンド修繕工事 三重県伊賀市
泉佐野南部公園グラウンド整備工事 大阪府泉佐野市
こども未来館たかわし園庭及び地域グランド整備工事 大阪府羽曳野市
市立光明小学校グラウンド整備工事 兵庫県宝塚市
難波小学校グラウンド整備工事 兵庫県尼崎市
西宮浜総合公園多目的グラウンド整備工事 兵庫県西宮市
八田小学校運動場改良工事 福岡県福岡市
高木小学校運動場改良工事 福岡県福岡市
玄洋小学校運動場改良 福岡県福岡市
大名小学校グラウンド改修工事 福岡県福岡市
生の松原特別支援学校グラウンド改良工事 福岡県福岡市

市営函館競輪場走路シーリング及びプレスセンター改築主体工事 北海道函館市
函館競輪走路表面処理工事 北海道函館市
青森競輪走路改修工事 青森県青森市

競　輪　場



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
いわき平競輪場競争路表面処理工事 福島県いわき市
平競輪場保護シーリング工事 福島県いわき市
平競輪場走路再シーリング工事 福島県いわき市
松戸競輪場走路シーリング工事 千葉県松戸市
松戸競輪場走路再シーリング工事 千葉県松戸市

宇都宮競輪場走路整備工事 栃木県宇都宮市

グリーンドーム前橋走路改修工事 群馬県前橋市
前橋競輪場走路塗替え工事 群馬県前橋市
前橋競輪場走路舗装改修工事 群馬県前橋市
京王閣競輪場走路保護シーリング工事 東京都調布市
立川競輪場走路面塗布工事 東京都立川市
立川競輪場走路改修工事 東京都立川市
京王閣競輪走路補修工事 東京都調布市
川崎競輪場バンクレベル調整シーリング工事 神奈川県川崎市
小田原競輪場走路保護シーリング工事 神奈川県小田原市
川崎競輪場走路補修工事 神奈川県川崎市
川崎競輪年間維持管理 神奈川県川崎市
西武園競輪輸送路改修工事 埼玉県所沢市
大宮双輪場走路補修工事 埼玉県さいたま市
西武園競輪場走路シーリング工事 埼玉県所沢市
境川自転車競技場保護シーリング工事 山梨県笛吹市
富山競輪場走路ウォークトップ工事 富山県富山市
富山競輪場競争路補修工事 富山県富山市
福井競輪場バンク修繕工事 福井県福井市
豊橋競輪場競争路ウォークトップ塗布等整備工事 愛知県豊橋市
岸和田競輪場改修工事 大阪府岸和田市
岸和田競輪場走路シーリング工事 大阪府岸和田市
和歌山競輪場バンク全面修繕工事 和歌山県和歌山市
和歌山競輪場ロゴマーク設置工事 和歌山県和歌山市
防府競輪場競走路保護工事 山口県防府市
小松島競輪場競走路改修工事 徳島県小松島町
小松島競輪場シーリング工事 徳島県小松島町
熊本競輪場走路塗替工事 熊本県熊本市
別府競輪場バンク前面ウオークトップ塗替工事 大分県別府市
武雄競輪場走路クラック補修工事 佐賀県武雄市
佐世保競輪場走路改修工事 長崎県佐世保市
宮崎自転車競技場保護シーリング塗替え工事 宮崎県宮崎市
仁川競輪場表面保護シーリング工事 大韓民国仁川市
昌原競輪場走路シーリング工事 大韓民国昌原市
襄陽自転車競技場シーリング工事 大韓民国江原道
釜山競輪場シーリング工事 大韓民国釜山
仁川競技場走路シーリング工事 大韓民国仁川市

東北大学(川内1)ハンドボールコート改修工事 宮城県仙台市
成増北第一公園内ローラースケート場改修工事 東京都板橋区
港区立高松中学校校庭芝生化工事に伴う防球フェンスその他工事 東京都港区
桜美林学園ブルペン防球ネット張替え工事 東京都町田市
横田基地(21)運動場施設工事 東京都福生市
東京乗馬倶楽部　枕木設置・柵改修工事　 東京都渋谷区
町田スポーツ公園整備工事 東京都町田市
高田小学校防球ネット工事 神奈川県港北区
県立厚木南高校防球ネット工事 神奈川県厚木市
厚木清南高校防球ネット撤去工事 神奈川県厚木市
緑小学校防球ネット工事 神奈川県横浜市
戸塚小学校防球ネット工事 神奈川県横浜市

その他のスポーツ施設



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
埼玉スタジアムニューカラーコート塗布工事 埼玉県さいたま市
国営武蔵丘陵森林公園プール整備工事 埼玉県滑川町
西桂町営フットサル場舗装工事 山梨県西桂町
みだい南公園クロスカントリー整備工事 山梨県南アルプス市
山梨県立甲府工業高校防球ネット嵩上げ工事 山梨県甲府市
山梨県立韮崎工業高校グラウンド防球ネット設置工事 山梨県韮崎市
赤坂台総合公園園路改修工事（ゴムチップ舗装） 山梨県甲斐市
小瀬スポーツ公園水泳場外改修工事 山梨県甲府市
小瀬スポーツ公園球技場改修工事 山梨県甲府市
飯田運動公園５０ｍプール工事 長野県飯田市
東部地区スポーツセンター新設工事 岐阜県岐阜市
新井スキー場開発その１工事 新潟県妙高市
伊勢工業高等学校他1校防球ネット改修工事 三重県伊勢市
青山小学校防球ネット工事 三重県上野市
明野高等学校防球ネット改修工事 三重県小俣町
菰野高等学校防球ネット改修工事 三重県菰野町
志麻高等学校第1グランド防球ネット改修工事 三重県志摩市
亀岡運動公園プール施設工事 京都府亀岡市
東大阪花園ラグビー場ウェルチェアスポーツコート整備工事 大阪府大阪市

櫛形総合公園野球場グランド管理 山梨県南アルプス市
櫛形総合公園陸上競技場管理 山梨県南アルプス市
韮崎中央公園管理（陸上競技場・サッカー場） 山梨県韮崎市
小瀬スポーツ公園 スポーツ施設工区管理（陸上競技場・野球場・補助競技場） 山梨県甲府市
東海大学甲府高等学校第三グラウンド管理 山梨県甲府市
クロスカントリー競技場(スノーハープ)芝生維持管理 長野県白馬村
沼津市営野球場芝地管理 静岡県沼津市
藤原･員弁地区各小学校運動場整備業務 三重県いなべ市
東平尾公園体育施設管理 福岡県福岡市
舞鶴公園体育施設管理 福岡県福岡市

内山運動公園サッカー場 東京都清瀬市
東海大学菅生高等学校野球場 東京都あきる野市
畑中幼稚園 東京都青梅市
武蔵野市立第四中学校 東京都武蔵野市
町田市民球場 東京都町田市
大田区立入新井第四小学校 東京都大田区
入新井第一小学校 東京都大田区
小野路球場 東京都町田市
日本女子体育大学 東京都世田谷区
東京都立雪谷高等学校 東京都大田区
東京都立国立高等学校 東京都国立市
緑ヶ丘グラウンド 東京都町田市
東京都立文京高等学校 東京都豊島区
神奈川県立神奈川工業高校 神奈川県横浜市
東海大学湘南キャンパス 神奈川県平塚市
横浜商科大学 神奈川県横浜市
横浜隼人高等学校 神奈川県横浜市
聖望学園高等学校野球場 埼玉県飯能市
市ノ川特定土地区画整理事業1･2号街区公園 埼玉県東松山市
立教大学新座キャンパス野球場 埼玉県新座市
甲斐市立竜王中央保育園 山梨県甲斐市
御勅使南公園ラグビー場 山梨県南アルプス市

維持管理

グランサンド・グランソイル納入



スポーツ施設主要施工実績

施 工 場 所工    事    名
山梨県立甲府昭和高等学校 山梨県昭和町
山梨県立山梨高等学校 山梨県山梨市
櫛形総合公園野球場 山梨県南アルプス市
身延町立身延北小学校 山梨県身延町
山梨大学東グラウンド 山梨県甲府市
山梨県立甲府工業高校 山梨県甲府市
塩山総合グラウンド 山梨県甲州市
高根総合グラウンド 山梨県北杜市
甲府市立千塚小学校 山梨県甲府市
甲府市立笛南中学校 山梨県甲府市
甲府市立北新小学校 山梨県甲府市
韮崎市立甘利小学校 山梨県韮崎市
甲州市立塩山北中学校 山梨県甲州市
市川三郷町立大塚小学校 山梨県市川三郷町
甲府市立朝日小学校 山梨県甲府市
甲府市立北新団地 山梨県甲府市
甲府中央保育所 山梨県甲府市
小瀬スポーツ公園野球場 山梨県甲府市
甲府市立伊勢小学校 山梨県甲府市
甲府市立玉諸小学校 山梨県甲府市
甲府市立湯田小学校 山梨県甲府市
甲府市立相川小学校 山梨県甲府市
甲府市立池田小学校 山梨県甲府市
甲府市立甲運小学校 山梨県甲府市
甲府市立大里小学校 山梨県甲府市
甲府市立東小学校 山梨県甲府市
甲府市立舞鶴小学校 山梨県甲府市
甲府市立善誘館小学校 山梨県甲府市
甲府市立石田小学校 山梨県甲府市
甲府市立山城小学校 山梨県甲府市
甲府市立南西中学校 山梨県甲府市
甲府市立新紺屋小学校 山梨県甲府市
北杜市立明野小学校 山梨県北杜市
北杜市立須玉小学校 山梨県北杜市
山梨県立わかば支援学校 山梨県南アルプス市
山梨県立都留興譲館高等学校 山梨県都留市
甲府市立南中学校 山梨県甲府市
甲府市立中道南小学校 山梨県甲府市
北杜市立武川小学校 山梨県北杜市
甲府市立城南中学校 山梨県甲府市
第2保育園･藤井公民館 山梨県韮崎市
甲府市立新田小学校 山梨県甲府市
グランフィールズカントリークラブ 静岡県三島市
東海大学付属第三高等学校 長野県茅野市
松本大学 長野県松本市
真木山中央公園野球場 新潟県新発田市 
長岡市営悠久山球場 新潟県長岡市
新発田市五十公野公園陸上競技場 新潟県新発田市 

御勅使南公園（ラグビー場他施設） 山梨県南アルプス市
飯田野球場 山梨県甲府市
小野路公園グループ（野球場・サッカー場・テニスコート他） 東京都町田市

令和 3年 3月 現在

指定管理業務


