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スポーツごよみ（4月～6月）

新青森県総合運動公園
TEL 017-737-0601  FAX 017-726-3691

編集後記
今冬は豪雪だったこともあり、スノースポーツパーク青い森はたくさんの方にご来場いた

だきました。季節ごとの楽しみがあるのが青森県の良いところですね。
新型コロナウイルスが早く収束し、各地でスポーツを楽しむ声や歓声が響き渡ってくれる

ことを願います。

令和3年3月31日（水）をもちまして、マエダアリーナ
ウォーキングコース（メインアリーナ３階特設コース）
の利用を終了いたします。
今後はカクヒログループアスレチックスタジアム内周
回走路のご利用をお願いいたします。

●メイン・サブアリーナ
4月3日（土）～4日（日）
4月16日（金）～17日（土）
4月24日（土）～25日（日）
4月28日（水）～29日（木・祝）
5月1日（土）～3日（月･祝）
5月4日（火･祝）～5日（水･祝）
5月7日（金）～10日（月）
6月2日（水）～7日（月）
6月18日（金）～21日（月）
6月25日（金）～27日（日）

B2.LEAGUE青森ワッツホーム戦
青森県中学校春季剣道選手権大会
B2.LEAGUE青森ワッツホーム戦
東北ジュニアトランポリンカップシリーズ第1戦
北医体バトミントン大会
青森県中学校春季バトミントン選手権大会
青森県高等学校春季バスケットボール大会
第74回青森県高等学校総合体育大会バレーボール競技
第72回青森市中学校体育大会夏季大会バスケットボール競技･卓球競技
第66回東北高等学校剣道選手権大会
･第52回東北高等学校女子剣道選手権大会

●テニスコート
5月7日（金）～9日（日） 
5月29日（土）～30日（日）
6月5日（土）～7日（月）
6月25日（金）～28日（月）
6月30日（水）～7月1日（木）

第71回青森県高等学校ソフトテニス春季大会
第16回青森県春季中学生ソフトテニス選手権大会
第74回青森県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
第62回東北高等学校テニス選手権大会
日本シニアテニス連盟団体戦in青森

●球技場
4月24日（土）～25日（日）・5月4日（火・祝）～5日（日・祝）・5月29日（土）～30日（日）・6月12日（土）～13日（日）
第23回JFLラインメール青森FCホーム戦
●陸上競技場
4月30日（金）～5月1日（土）
5月7日（金）～9日（日）
5月27日（木）～30日（日）

6月19日（土）～22日（火）
6月24日（木）～25日（金）
6月25日（金）～26日（土）
6月27日（日）

第23回JFLラインメール青森FCホーム戦
青森県春季陸上競技選手権大会
第74回青森県高等学校総合体育大会
兼第71回青森県高等学校定時制・通信制総合体育大会陸上競技
第72回青森市中学校体育大会夏季大会総合開会式・陸上競技
第68回青森市小学校体育デー
第23回JFLラインメール青森FCホーム戦
全国小学生陸上競技交流大会青森県予選会

●投てき・アーチェリー場
6月4日（金）～6日（日） 第74回青森県高等学校総合体育大会アーチェリー競技

青森県総合運動公園
TEL 017-766-1241  FAX 017-766-1243

●野球場
4月17日（土）～18日（日）
4月24日（土）～25日（日）
5月1日（土）～3日（月・祝）
5月4日（火・祝）～5日（水・祝）
5月6日（木）～9日（日）
5月12日（水）
5月15日（土）～17日（月）
5月30日（日）
6月5日（土）～6日（日）
6月9日（水）
6月12日（土）～13日（日）
6月19日（土）～22日（火）
6月26日（土）～27日（日）

令和3年度春季青森地区高等学校野球大会
令和3年度春季青森地区高等学校野球大会
北東北大学野球連盟春季リーグ戦
令和3年度春季青森県高等学校野球選手権大会五所川原地区予選会
令和3年度春季青森県高等学校野球選手権大会青森地区予選会
第14回青森県古希軟式野球大会
北東北大学野球連盟春季リーグ戦
第55回全国軟式野球大会青森県予選会
第38回全日本少年軟式野球大会青森県予選
第14回青森県古希軟式野球大会
第34回青森市長旗争奪野球大会
令和3年度第72回青森市中学校体育大会夏季大会
令和3年度第68回全国高等学校定時制通信制軟式野球大会北東北地区予選会

●水泳場
6月18日（金）～20日（日）

6月26日（土）～27日（日）

第74回青森県高等学校選手権水泳競技大会
第69回東北高等学校選手権水泳競技大会予選会
青森県選手権水球競技大会

新年度オープンのお知らせ
新青森県総合運動公園〈屋外施設〉オープン予定
●テニスコート
●多目的運動場
●球技場
●遊具広場・ふわふわドーム
●陸上主競技場
●陸上補助競技場
●投てき・アーチェリー場
※但し、降雪・積雪状況によりオープン日が変更になる場合がございます。

４月１７日（土）予定
４月２９日（木・祝）予定
５月１５日（土）予定

４月２９日（木・祝）予定
４月１７日（土）予定
４月１７日（土）予定
４月１７日（土）予定

青森県総合運動公園（安田）オープン予定
●野球場
※但し、降雪・積雪・整備等の状況によりオープン日が変更になる場合がございます。

４月１７日（土）予定

周回走路

アリーナウォーキングコース終了お知らせ

乙部 海音さん
（上北郡野辺地町・若葉小学校6年生）

おと　　　  べ　　　　　　み　　　 おん

クロスカントリーを始めたきっかけは？
学校の友達からすすめられて。
やりがいを感じるときは？
大会で自分の走りができた時。
毎日続けていることはありますか？
ピアノです。心のリフレッシュになるからです。
オフシーズンはどのような練習をしているか？
スキークラブでローラースキーやポールランニング、登山や
愛宕(あたご)公園でグループ走をしています。
大会のときに心がけていることは？
練習の時コーチに言われたことや、自分で気を付けている
動きを心がけています。
今後の目標・夢は？
尊敬する横濱汐莉選手
と、リレーのチームを組ん
で走ることです。
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※

指導している尾駮直人コーチからひと言

クロスカントリースキーを通じて仲間の大切さを学んでほしい。
苦しい時に助けてくれる仲間や自分を支えてくれる仲間の有難さを感じて
成長してほしいと思います。
また、自分が一生懸命クロスカントリースキーに取り組むことができるのは、
裏方やご両親、応援してくれる方が必ずいるということ。
感謝の気持ちを忘れず、行動してほしいと思います。
横濱汐莉選手とリレーチームを組み、目標を達成する日を楽しみにしています。

夢をつかめ！未来にはばたくアスリート
ウインタースポーツの強い青森県。その中でもクロスカントリースキーは、国体や全国大会でも優勝選手を輩出する等、
現在もたくさんの選手が活躍しています。
そんなクロスカントリースキーで、同郷の憧れの先輩の背中を追いかける、将来楽しみな一人の選手を取材しました。

おぶち なおと

横濱汐莉選手
日本大学２年(野辺地高卒)
2018-19 ジュニア世界選手権代表
2018-19 ユニバーシアード代表

1周543m×2レーンの屋内走路で、年中ウォーキングやジョギン
グにご利用いただけます。※主競技場貸切時は利用できません。
外用の運動靴が必要です。突起物のある靴は使用できません。

料金（１時間)
詳しくはカクヒログループアスレチックスタジアム事務室までお問い合わせください。
（017-752-0641）

小・中40円、高校70円、一般100円

国土交通大臣認定昇降機等検査員資格者番号第C90015748号



イベント告知

イベント報告

スポルト青い森グループ杯
青森県チーム対抗テニス選手権大会

イベント
インフォメーション

事業のお知らせ スポルト青い森グループでは参加イベントから観戦イベントまで1年中行っております。

詳細は順次ホームページ（www.sport-aoimori.jp）で掲載します。

新青森県総合運動公園：017-737-0600
新青森県総合運動公園陸上競技場：017-752-0641イベントの

お問合せ先

青森県民の方であればどなたでも参加できます。部活動・サークル活動・
テニス仲間など、ふるってご参加ください。
※参加される方は、新型コロナウイルス感染防止対策へのご協力をお願
いいたします。
※新型コロナウイルス感染拡大により、大会が中止になる場合がございます。

カクヒログループアスレチックスタジアムは、青森県内唯一の第１種公認の陸上競技場で、2026年に本県で開催予定の国民
スポーツ大会(現・国民体育大会)の会場にもなっています。そんな陸上競技場で一緒に楽しく体を動かしてみませんか。
全てのスポーツの基本となる走る技術を習得することと、スポーツの楽しさを実感、関心を高めることを目的としています。
無料体験も行っていますので、興味をお持ちの方はお気軽にお問合せください。

レンタサイクル

詳しくはホームページをご覧ください ➡ http://www.sport-aoimori.jp/independent/will_sports_club.html
新型コロナウイルス感染拡大状況により、中止となる場合もあります。中止となった場合は返金いたします。

新規会員募集中！！
無料体験あり！ お気軽にお試しください

スイミング春季短期水泳教室のご案内

お問い合わせ・お申込みは下記までお願いします！

期　間

時　間 対　象

場　所

対象者 場所
対象

年会費

月会費
曜日・時間

クラス

申込み

料　金

料　金

申込み

締　切

春季教室より通年教室に継続の方は
入会金3,500円➡500円に割引いたします。
また、クラブ指定のスイムキャップをプレゼントいたします。

電話予約受付中

TEL 017-737-0600

新設

①３月２９日(月)～3月31日(水)3日間
②4月2日（金）～4月5日（月）3日間【4日㈰除く】
10時45分～12時00分　　　　3歳～小学６年　
3,000円（税込）①、②とも※開始日以後のキャンセルによる返金はできません。
所定の申込み用紙に記入の上、料金を添えてマエダアリーナ事務室まで。
（電話予約可・お支払いは開始日の1週間前までにお願いします）

定員になり次第締め切ります。【定員30名程度】
なお、初心者限定としますので、育成・選手クラスはご遠慮ください。

新青森県総合運動公園（宮田）カクヒログループアスレチックスタジアム
青森県総合運動公園（安田）陸上競技場及びその周辺
幼児（年長）～高校生
●月２回迄／ 2,000円
●月４回迄／ 3,000円 
●月８日迄／ 4,000円
●月12回迄／ 5,000円
【幼児・小学生】平日17：00～18：30　土曜日10：00～11：30
【中学生・高校生】平日17：00～19：00
ホームページの申込みフォームよりお申し込みください。
http://www.sport-aoimori.jp/independent/will_sports_club.html

Willスポーツクラブ陸上教室開校2021年
4月

保有台数３台
（クロスバイク）

水泳コース（日曜日のみ）

マエダアリーナ室内プール
小学生
１家族3,000円
(陸上教室受講の方は月会費のみ)

月4回3,000円
日曜日9:30～10:30

期間

料金

日時

1日/1台800円（9:00～19:00）
1泊2日/1,600円(1日毎に800円追加)
4月下旬～10月下旬（予定）
※悪天候の場合は貸出を見合わせる場合があります。

5月22日（土）
場所 新青森県総合運動公園テニスコート

スタッフお勧めの
サイクルマップを
配布しております。

スノーモービルを中心とした雪遊びを楽しめるスノースポーツパーク青い森、昨シーズンは雪不足で中止に
なりましたが、今年は十分な降雪に恵まれて、1月9日～ 2月28日までの間、沢山の親子連れなどが訪れ、一番
人気のスノーラフティングやスノーバナナボート、スノースライダーなど雪遊びを楽しみました。来年の開設
も予定しておりますのでご期待ください。


