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【ポジション】

DF、MF
【主な成績】

2016百石カップ
少年フットサル大会（U10）優勝

原子 そらさん
（小4・青森市立小柳小学校）
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サッカー

Future
of athlete

なでしこJAPANの活躍もありメジャーとなった女子サッカーですが、
全国大会における青森県勢の活躍はあまりかんばしくありません。
青森山田の全国高校サッカー選手権大会初優勝も記憶に新しい今、
男子に続けと日々練習に励む女子選手を取材するため、
ラインメール青森ＦＣジュニアの教室にお邪魔してきました。

輝け！未来のアスリート

サッカーを始めたきっかけは？
友だちに誘われて始めた
自分の長所(得意なプレー )を教えてください。
パス(^_^)v
好きな選手はいますか？
ラインメール青森ＦＣの
奥山泰裕選手(MF・背番号10番)
今の目標はなんですか？
青森県少年サッカー大会優勝
将来の夢は？
なでしこＪＡＰＡＮの選手になりたい
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事業のお知らせ

イベント告知

イベント告知 イベント報告

マエダアリーナ レストラン 営業中！！

マエダアリーナ

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（宮田）：017-737-0600
青森県総合運動公園（安田）：017-766-1241

イベントの
お問合せ先

2017 マエダ桜まつり健康マラソン大会2017 マエダ桜まつり健康マラソン大会2017 マエダ桜まつり健康マラソン大会

平成29年4月22日
新青森県総合運動公園内特設コース
（マエダアリーナ）

平成29年4月22日
新青森県総合運動公園内特設コース
（マエダアリーナ）

土
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開催日

会場

レンタサイクルレンタサイクル

今年で8回目になる今大
会の参加者は、過去最高
の434名でした！
たくさんの参加ありがと
うございました。
4月からのみなさんの活
躍を期待しています。

今年は雪が少なくイベント規模を縮小しての開
催でしたが、約800名が来場し、大盛況のうちに
終了しました。

今年は雪が少なくイベント規模を縮小しての開
催でしたが、約800名が来場し、大盛況のうちに
終了しました。

●利 用 料：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）
●実施期間：４月２０日(木)～１０月３１日(火)（予定）
※悪天候の場合は貸出を見合わせる場合があ
ります。
ご希望の方は、マエダアリーナ１階事務室へ
お越しください。

2月11日（土・祝）

2017
ジュニア室内陸上大

会
inマエダアリーナ
2017
ジュニア室内陸上大

会
inマエダアリーナ

2月18日（土）

スノーフェスティバル
２０１７
スノーフェスティバル
２０１７

走高跳 4×150ｍリレー スノースライダー 厄払い豆まき

スノーバナナボート

スノースライダー 厄払い豆まき

スノーバナナボート

1000m



お問い合わせは
●ホームページ http://sport-aoimori.jp/
●事務局 TEL 017-737-0600

お問い合わせは
●ホームページ http://sport-aoimori.jp/
●事務局 TEL 017-737-0600

水泳とは、体のさまざまな箇所を使う全身運動です。水に浮いた状
態で動くには、バランスを保ちながら体の各部を使う必要がありま
す。前に進むには腕・脚だけでなく、手先足先まで使い、息継ぎのため
には首も使います。
また、消費カロリーが大きく、陸上でのウォーキング１時間当たりの
消費カロリーは約120～160キロカロリーのところ、平泳ぎでは500～700キロカロリー、クロールでは500～1000キロカロリーと、陸上で運
動する場合の４倍～８倍の運動量となります。泳げない人でも水中ウォークだけで陸上の約３倍のカロリー消費ができます。
さらに精神衛生上の効果もあるとされ、ほどよい温度の水(湯)に入っているとき、柔らかな水の感触や体に感じる浮力などに、陸上では味わ
えない安らぎのようなものも感じられます。
現在、スイミングクラブの大人の教室は約５０名が在籍中で、初級・中級・上級・水中ウオーキング（運動）に分かれて健康増進、仲間作り等に励

んでいます。

●整形外科　●スポーツ外傷専門

青森市里見2丁目12-41

☎017（766）8860
診療時間

月火木金／
水土／

9：00～12：00 14：00～17：00
9：00～12：00（水曜日は手術日）

日曜・祝日・土（第2、第4休み）

西部整形外科医院

休 診 日

入院設備有

●トヨタカローラ

●ダイハツ

●
生協あやめ館

ユニバース
　●
ユニバース
　●

三内西小●

浪館小
　　●

三内小
　　●

ローソン
●

マツダ
ドライビング
スクール●

青森
マツダ
　●

至新城

至西滝

至運動公園
金沢小通り

浪
館
通
り

至運転免許
センター

西部整形外科医院

当クラブでは、子供から高齢者まですべての世代の人達がスポー
ツに親しみ、楽しみながら健康・体力の保持・増進、競技力の向上を目
指すとともに、広くスポーツ文化の振興・交流を通し各種団体等と連
携してスポーツ普及に寄与することを目的に各種教室を開催してお
ります。

一般デイ会員 初・中級 水・金／ 10：30～11：10
コ ー ス 時　　　間

●4月からの新日程表　●入会金：3,500円 ●月会費：3,500円

土／ 12：00～12：40

一般デイ会員 上級 水・金／ 11：10～11：50 月／ 12：00～12：40

一般ナイト会員 初・中・上級 月・水／ 19：30～20：10 土／ 12：00～12：40

水中運動コース 月・金／ 14：00～14：40

チャレンジしてみませんか？楽しい仲間がお待ちしておりま～すチャレンジしてみませんか？楽しい仲間がお待ちしておりま～す

ご存じでしたか？
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スポーツごよみ（4月～6月）

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

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

編集後記
もうすぐ4月ですね。何かと忙しいこの時期、皆さん体調は崩していませんか？
健康維持のためにも、規則正しい生活と適度な運動を心掛けたいですね。
屋外での活動はまだ厳しい時期なので、是非当施設のトレーニングルームや室内プール
等を利用して汗を流してください。
29年度も皆さん元気に頑張りましょう！

第19回日本フットボールリーグ1stSTAGE

第70回青森県高等学校総合体育大会陸上競技
第67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68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64回青森市小学校体育デー

●陸上競技場

新年度オープンのお知らせ新年度オープンのお知らせ

卓球台常設サービス卓球台常設サービス

新青森県総合運動公園　屋外施設オープン予定

※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。

テニスコート
アーチェリー場
球技場
遊具広場・ふわふわドーム

4月15日（土）
5月  3日（水・祝）
6月24日（土）
4月29日（土・祝）

4月16日(日)、5月3日(水・祝)、
5月14日(日)、6月11日(日)
5月25日(木)～28日(日)
6月4日(日)
6月17日(土)～19日(月)
6月23日(金)

●メイン・サブアリーナ
4月8日(土)～9日(日)
4月21日(金)～23日(日)
4月22日(土)
4月29日(土・祝)～30日(日)
4月29日(土・祝)～30日(日)
5月13日(土)～14日(日)
6月2日(金)～5日(月)

6月10日(土)～11日(日)

6月16日(金)～19日(月)
6月22日(木)～25日(日)
●テニスコート
5月4日(木・祝)～5日(金・祝)
5月6日(土)～9日(火)
5月13日(土)～14日(日)
5月20日(土)～21日(日)
5月27日(土)～28日(日)
6月3日(土)～6日(火)
6月10日(土)～11日(日)

●球技場
6月25日(日)
6月30日(金)

Bリーグ2016-2017シーズン「青森ワッツ対茨城ロボッツ」
全国スペシャルトランポリン交流会
2017マエダ桜まつり健康マラソン大会
Bリーグ2016-2017シーズン「青森ワッツ対山形ワイヴァンズ」
東北ジュニアトランポリンカップ
2017年第39回東北オープンダンス選手権大会
第70回青森県高等学校総合体育大会開会式、
バトミントン競技
第67回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会
卓球競技、バスケットボール競技
第68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
東北高等学校男女バスケットボール選手権大会

平成29年度青森オープンジュニアチーム対抗テニス大会
第67回青森県高等学校ソフトテニス選手権大会
県下高校春季テニス選手権大会
青森県ジュニアテニス選手権大会
第41回東北都市対抗テニス大会兼全国予選会
第70回青森県高等学校総合体育大会ソフトテニス競技
第67回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会
ソフトテニス競技

第19回日本フットボールリーグ1stSTAGE
東北高体連トレセンラグビー

平成29年度春季青森地区高等学校野球大会

平成28年度北東北大学野球春季リーグ戦

春季高等学校野球選手権大会青森地区予選
第68回青森市中学校体育大会夏季大会野球競技

●野球場
4月15日(土)～16日(日)、22日(土)
～23日(日)、29日(土・祝)～30日(日)
5月6日(土)～7日(日)、
20日(土)～22日(月)
5月12日(金)～15日(月)
6月17日(土)～20日(火）

第68回青森市中学校体育大会夏季大会水泳競技
第70回青森県高等学校選手権水泳競技大会

●プール
6月17日(土)～18日(日)
6月23日(金)～25日(日)

青森県総合運動公園オープン予定

※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。

陸上主競技場
陸上補助競技場
野球場

●４月、９月、１０月
　９：００～１５：００
●５月～８月
　９：００～１８：００

4月15日（土）
4月15日（土）
4月15日（土）

※但し大会等で使用できない
　場合がございます。

実施期間

●小・中４０円●高校７０円●一般１００円
料金（1時間）

詳しくはマエダアリーナ総合受付までお問合せください。
TEL ０１７-７３７-０６０１

住みよい郷土を創る

株式会社  　鹿 内 組

本社／青森市大字野尻字今田97番1号　TEL（017）738-2301  FAX（017）738-8480


