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各棟の状況各棟の状況各棟の状況各棟の状況

s01358

s01359

s01360

s01361

s01362

s01363

s01364

s01365

s01366

s01367

s01368

s01369

s01370

s01371

s01372

s01373

s01374

競輪場 駐車場係員詰所 詰所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 33.05㎡ 昭和60年 5月10日 不明 不要 不要

競輪場 選手管理棟増築部分 事務所
鉄骨（４ｍｍ超）・地

433.79㎡ 平成 2年 2月10日 不明 不要 不要

競輪場 中央テント客だまり 競輪場・車券売場
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 475.00㎡ 昭和59年12月20日 不明 不要 不要

競輪場 中央テント客だまり 競輪場・車券売場
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 395.00㎡ 昭和59年12月20日 不明 不要 不要

競輪場 中央テント客だまり 競輪場・車券売場
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 333.00㎡ 昭和55年11月11日 不明 未実施 未改修

競輪場 東売店及びタバコ店 店舗
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 159.60㎡ 昭和59年12月19日 不明 不要 不要

競輪場 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 66.00㎡ 昭和54年 7月 1日 不明 未実施 未改修

競輪場 中央集計センター 事務所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 415.20㎡ 昭和55年10月14日 不明 実施済 未改修

競輪場 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 61.79㎡ 昭和49年12月20日 不明 未実施 未改修

競輪場 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 61.79㎡ 昭和50年 6月10日 不明 未実施 未改修

競輪場 選手管理棟旧部分 事務所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 1,057.18㎡ 昭和49年11月20日 不明 実施済 未改修

競輪場 第4コーナーサイドスタンド 競輪場・車券売場
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 179.80㎡ 昭和49年12月20日 不明 未実施 未改修

競輪場 事務所及び払戻所 事務所
鉄筋コンクリート・地
上2階・地下0階 1,537.36㎡ 昭和45年11月 8日 不明 実施済 未改修

競輪場 子供コーナー及び救急室 事務所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 37.00㎡ 昭和46年12月15日 不明 未実施 未改修

競輪場 倉庫（旧電気室） 倉庫
コンクリート・ブロッ
ク造・地上1階・地下
0階

32.40㎡ 昭和42年 3月31日 不明 未実施 未改修

競輪場 西門前便所 便所
コンクリート・ブロッ
ク造・地上1階・地下
0階

7.04㎡ 昭和42年 9月24日 不明 未実施 未改修
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競輪場 下屋庇 東屋・上屋
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 321.32㎡ 昭和41年 8月20日 不明 未実施 未改修
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s01390 競輪場 第2コーナースタンド 競輪場・車券売場
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上3階・地下0階 556.74㎡ 平成14年 2月 4日 119,935,250円 不要 不要

競輪場 電気室 電気室
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 198.00㎡ 平成11年 1月20日 39,488,400円 不要 不要

競輪場 当回次回出走選手控室 事務所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 68.00㎡ 平成11年11月11日 16,999,500円 不要 不要

競輪場 入場門東側前有蓋通路 廊下
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 250.00㎡ 平成 6年 7月10日 不明 不要 不要

競輪場 入場門バス乗降場上屋 東屋・上屋
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 84.00㎡ 平成 8年 3月15日 不明 不要 不要

競輪場 東側便所前有蓋通路 廊下
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 118.00㎡ 平成 4年11月30日 不明 不要 不要

競輪場 入場門 東屋・上屋
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 390.00㎡ 平成 5年12月20日 不明 不要 不要

競輪場 手荷物預かり所 事務所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 38.00㎡ 平成 3年 3月10日 不明 不要 不要

競輪場 管理棟入場門警備員詰所 詰所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 11.02㎡ 平成 3年 3月20日 不明 不要 不要

競輪場 選手管理棟増築部分 事務所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 433.79㎡ 平成 2年 2月10日 不明 不要 不要

競輪場 西売店 店舗
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 153.99㎡ 平成 3年 6月25日 不明 不要 不要

競輪場 東側便所 便所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 141.12㎡ 平成 4年 1月25日 不明 不要 不要

競輪場 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 156.80㎡ 平成 4年 3月10日 不明 不要 不要

競輪場 西側便所 便所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上1階・地下0階 104.16㎡ 平成 4年 3月20日 不明 不要 不要

競輪場 誘導員控室 事務所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 55.20㎡ 平成10年 6月15日 14,746,200円 不要 不要

競輪場 警備員本部 事務所
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 40.50㎡ 平成10年 2月20日 2,520,000円 不要 不要

競輪場 選手会事務所 事務所
鉄骨（４ｍｍ超）・地
上2階・地下0階 171.50㎡ 平成10年 3月10日 39,585,000円 不要 不要
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s01945 競輪場 自転車置場 自転車置場
鉄骨（３ｍｍ以下）・
地上1階・地下0階 111.93㎡ 平成18年 4月12日 14,566,650円 不要 不要


