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TEL 017-766-1241 FAX 017-766-1243

●メイン・サブアリーナ
7月1日（土）〜2日（日） 第10回青森県民スポーツ・レクリエーション祭
7月15日（土）〜17日（月） 平成29年度第68回青森県中学校体育大会 夏季大会 バドミントン競技
7月22日（土）〜23日（日） 第72回市町村対抗青森県民体育大会 バスケットボール競技会
7月24日（月）〜26日（水） 第9回全国理容美容学生技術大会東北地区大会
7月29日（土）〜30日（日） 第72回市町村対抗青森県民体育大会 バレーボール競技会
8月2日（水）〜4日（金） 平成29年度東北工業高校バレーボール大会
8月5日（土）
第32回青森県トランポリン競技選手権オープン大会
8月7日（月）〜10日（木） 平成29年度第45回東北中学校ソフトテニス大会
8月14日（月）〜15日（火） 平成29年大相撲夏巡業 青森場所
8月19日（土）〜20日（日） 全国選抜フットサル大会東北大会
8月26日（土）〜27日（日） 佐藤博治・河野満世界卓球チャンピオン記念大会
第38回夏季剣道錬成青森大会 兼 第22回飛龍杯争奪剣道大会
9月3日（日）
第25回青森県障害者スポーツ大会
バレーボール競技の部・卓球競技の部
9月8日（金）〜10日（日） 平成29年度第26回JOCジュニアオリンピック東北予選会
9月16日（土）〜18日（月） 平成29年度第68回青森市中学校体育大会 秋季大会

●陸上競技場
7月1日（土）〜2日（日） 全日本中学校通信陸上競技青森県大会
7月9日（日）
２０１７青森県ユニバーサルスポーツ大会
7月15日（土）〜17日（月） 平成29年度第68回青森県中学校体育大会夏季大会
7月28日（金）〜30日（日） 第72回市町村対抗青森県民体育大会陸上競技会
8月7日（月）〜10日（木） 平成29年度第38回東北中学校陸上競技大会
8月12日（土）
スポルト青い森グループ２０１７トライアスロン大会
全国統一かけっこチャレンジ２０１７
8月20日（日）
8月26日（土）〜27日（日） 第25回青森県障害者スポーツ大会 陸上競技の部
9月3日（日）
第25回青森県民駅伝競走大会
9月8日（金）〜10日（日） 青森県高等学校新人陸上競技選手権大会
9月22日（金）〜24日（日） 青森県秋季陸上競技選手権大会兼青森県小学生交流陸上競技記録会

●テニスコート
7月1日（土）〜2日（日） 平成29年度青森県国体テニス少年男女選手選考会
平成29年度 ダンロップカップ青森県ジュニアテニス選手権大会
7月10日（月）
第38回東北レディースソフトテニス大会
7月16日（日）〜17日（月） 平成29年度青森オープンジュニアテニス大会
7月22日（土）〜23日（日） 第12回青森県ジュニアオープン・ソフトテニス大会
7月29日（土）
第12回競技者育成プログラムStep３東北ブロック最終選考会
7月30日（日）
第72回市町村対抗青森県民体育大会 ソフトテニス競技
8月5日（土）〜7日（月） 北海道・北東北テニス選手権大会
8月8日（火）〜10日（木） 平成29年度第45回東北中学校ソフトテニス大会
8月13日（日）
第66回東奥日報杯県下総合ソフトテニス選手権大会
8月14日（月）〜20日（日） 第32回東北ベテランテニス選手権大会
8月22日（火）〜25日（金） 第68回東北地区大学体育大会
9月2日（土）〜3日（日） 第24回東北秋季ジュニアテニス選手権大会
兼 中牟田杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会東北予選
9月16日（土）〜18日（月） 県下高校新人テニス選手権大会
第61回青森県下中学校ソフトテニス選手権大会
9月30日（土）
●アーチェリー場
7月8日（土）〜9日（日） 国民体育大会青森県代表選手選考会
9月23日（土）〜24日（日） 第19回あおもりシニアフェスティバル「ペタンク」
●球技場
7月23日
（日）
8月27日
（日）
9月10日
（日）

No.35
スポルト青い森

輝け！未来のアスリート

Future
of athlete

空手

近年、
本県の空手競技の成績は素晴らしく、各地区から優秀な選手が生まれております。
その中でも、
大注目の選手2人が三沢市にいると話を伺ったので

●野球場
7月16日（日）〜17日（月） 第40回東日本軟式野球大会(１・２部)青森支部予選会
7月22日（土）〜23日（日） 第72回市町村対抗青森県民体育大会軟式野球競技会
7月29日（土）〜30日（日） 第48回青森県少年軟式野球大会(中学生の部)青森県大会
8月19日（土）〜21日（月） 2017年度北東北大学野球連盟秋季リーグ戦1部
9月16日（土）〜19日（火） 平成29年度秋季青森県高等学校野球選手権大会
兼 第70回秋季東北地区高等学校野球大会予選会
9月23日（土）〜24日（日） 第52回青森県朝野球大会

中断逆突き

普段練習を行っている三沢市武道館に
お邪魔してきました。

蹴上げ

●水泳場
7月1日（土）〜2日（日） 青森県選手権水球競技大会
7月15日（土）〜16日（日） 第52回北日本医科学生水泳大会(競泳)
7月28日（金）〜30日（日） 青森県選手権水泳競技大会(競泳)

上段蹴り

手刀受け

開催期間：2 0 1 7 . 7 . 3（月）
〜2 0 1 8 . 1 . 9
（木）
URL：http://sport-aomori.jp/

ラインメール青森FC
ラインメール青森FC
ラインメール青森FC

対 MIOびわこ滋賀
対 FC今治
対 ブリオベッカ浦安

卓球台常設サービス

●４月、
９月、
１０月／９：００〜１５：００
●５月〜８月／９：００〜１８：００
料金（1時間） ●小・中４０円●高校７０円●一般１００円
実施期間

編集後記

もうすぐ7月、夏本番です。気温も上がり熱中症が気になる季節になりますね。皆さん水分
は摂っていますか？
人は汗をかくことで体温調節をしますが、
汗と一緒に失われる塩分も補給しないと熱中症
になる危険性があります。熱中症対策の為にもスポーツドリンク等でこまめな水分と塩分補
給を心掛けたいですね。
トレーニングルームや室内プール等を利用して汗をかいたら、
こまめな水分、塩分補給をし
て夏を乗り切りましょう！

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

※但し大会等で使用できない場合がございます。

金崎 こころさん

（三沢市立第5中学校

3年生）

【主な成績】

東北大会形競技優勝
全国大会団体組手優勝
A1 お父さんに勧められて始めました。
A2 今年の群馬県での全国大会の予選会
A3 県外等色々な場所に行けること。
A4 将来の夢は看護師になること。

最近の目標は8月にアイルランドで
行われる世界大会で優勝すること
SPORTむげんNo.35

検索

2017年6月23日発行

発行元：〒039-3505

青森市大字宮田字高瀬22-2 スポルト青い森グループ ㈱鹿内組 ㈱大坂組

TEL 017-737-0600

FAX 017-726-3691

Q1

空手を始めたきっかけは？
Q2

一番印象に残っている試合は？
Q3

空手をやっていて良かったと
思うときは？
Q4

将来の目標、夢は？
指導している新山聖将先生から一言

空手を通じて優しい人間に
なってほしい

後藤

萌生さん
め

い

（八戸市立市川中学校

3年生）

【主な成績】

東北大会組手優勝
全国大会団体組手優勝
A1 お父さんに勧められて始めました。

A2 小学6年生の時に出場した全国大会、

団体組手決勝戦

A3 県外に行けること。他県の人と友達になれること。
A4 将来の夢

中学校の先生
最近の目標 8月に行われる全国
中学校大会で良い試合をすること

せ
事業のお知ら

イベント
ン
ョ
シ
ー
メ
ォ
フ
イン

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。
イベントの
お問合せ先

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

イベント告知

2017
2017
スポーツ写真・絵画・川柳コンテスト ジュニアトライアスロン大会
●募集期間：7月1日（土）
〜8月31日（木）
毎年全国各地から様々な作品が集うコンテストが今年も始まります！
写真・絵画・川柳のどれか一つを選び、テーマに沿った作品をご応募ください。
自らが経験したこと、感じたことを好きなように表現して入賞を目指し
てみませんか？
入賞作品は青森県総合運動公園・新青森県総合運動公園にて展示いたします。
●題材：テーマに沿った写真・絵画及び川柳（部門により異なる）
●対象：幼児から一般（部門により異なる）

●日時：8月6日（日）

楽しく身体を動かし、
ストレス解消！
アットホームな雰囲気で活動中です。
健康フィットネススクール
●講師紹介●

青森県総合運動公園の全体を利用したジュニアトライアスロンを開催
します。
設定された3種目を順番に1人が連続して行う耐久競技です。
●場 所：青森県総合運動公園特設コース
（県立美術館様となり）
●内 容：スイム
（水泳）
バイク
（自転車）
ラン
（ランニング）
●対 象：小学校1年生から中学校3年生まで
●参加料：1,000円

スポーツ&自然体験活動

2017 ママチャリ
6時間耐久レース
inAOMORI

マエダアリーナ
キッズオータムフェスタ

●日時：8月27日（日）

普段体験できないことを仲間と一緒に協力して野外活動をしてみませ
んか？
県内の山を登ったり、
動物と触れ合ったりと内容は様々！
1人でも是非ご参加ください。
きっとたくさんの友達と思い出が作れますよ。

ママチャリの季節到来！
！今年も一番暑い8月に開催決定！
！
今年の優勝はどのチームになるのか！
暑さなんかには負けない熱いチームの参加求む！

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

鹿内

ひとみ

毎週会員さんから元気を頂いていま
す。
こ れ からも 会 員さ んと一 緒に元 気
いっぱいで教室を盛り上げていきたいと
思います。
これから運動を始めてみたい方、
初心
者大歓迎です。

山口

美智子

今 年 度 から 講 師 をさ せ て い た だく
山 口 で す。健 康 と 体 力 の 為、皆 と 楽し
く運 動して いきた いと思 います。宜し
くお願いします。

エアロビクスやリズム体操などの有酸素運動や、バランスボール、
ゴムチュー
ブなどを使った筋力トレーニングを中心に、健康・体力維持に効果的なエクサ
サイズを行っています。
トレーニングの後はストレッチやヨガで疲れた筋肉を
リセットして心身共にリラックスして終了です。
運動経験のない方や体力に自信がない方でも講師が運動レベルを調整しま
すので安心して参加できます。無料体験も行っておりますので興味のある方
はぜひ一度ご参加ください。

参加者募集中！
開催日時：毎週金曜日10:00 〜 11:30
場所：マエダアリーナ内（主にサブアリーナ3階研修室）
会費：年会費2,000円、
月会費2,000円
お問合せ：017-737-0600 担当：近藤
※動きやすい服装と室内用シューズ、
タオルをご準備ください。

●日時：9月9日（土）
〜10日（日）1泊2日
イベント報告

4月22日（土）

5月3日（土）

平成29年度
ープ杯
スポルト青い森グル 選手権大会
ニス
青森県チーム対抗テ

2017
り
マエダ桜まつ 会
大
健康マラソン
昨年は悪天候のため中止になり、
1年越しの大会となりました。
絶好のコンディションではありま
せんでしたが、強風にも負けず、
総勢575名が走り抜けました。
来年度も皆様に参加していただ
けるような大会にしてまいりま
す。
ご参加こころよりお待ちして
おります。

●整形外科

マエダアリーナ レストラン 営業中！！

天気に恵まれ、素晴らしい試合が繰り広げられました。
高校生が多く参加する中、
ベテラ
ン勢が圧巻のプレイを見せてくれました！男女合わせて63チームが参加した中で、
見事
入賞を果たしたのは以下のチームです。
たくさんのご参加ありがとうございました。
男

●スポーツ外傷専門

西部整形外科医院
青森市里見2丁目12-41

☎017
（766）
8860
マエダアリーナ

子

1位 すっぽんパワー櫛引
2位 ACK
3位 チーム風№１・青森高校A

診療時間

休 診 日
日曜・祝日・土
（第2、第4休み） 入院設備有

至新城

●トヨタカローラ

青森
マツダ
●

至西滝

●ダイハツ
ユニバース
●
三内小
●
ローソン
●

西部整形外科医院

三内西小●

●
生協あやめ館

至運転免許
センター

至運動公園

浪館小
●

浪館
通り

月火木金／9：00〜12：00 14：00〜17：00
水土／9：00〜12：00
（水曜日は手術日）

マツダ
ドライビング
スクール●

金沢小通り

女

子

1位 エツコデラックス
2位 青森西高校A
3位 サブちゃんず・RYCA²

