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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
まもなく新年度、出会いと別れの季節です。
卒業・進学・就職・転職・退職と、環境の変化でストレスフルな出来事がたくさんあると同時
に新しい自分に生まれ変わる絶好のチャンスです。
しっかりと新年度の目標をたてて今年一年活動してみてはいかがでしょうか？
春は、心の病になる人が多いといいます。
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リフレッシュしましょう。
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●メイン・サブアリーナ
　4月7日(土)～8日(日)
　4月20日（金）～22日（日）
　4月21日（土）
　4月27日（金）～30日（月）
　5月3日（木・祝）～4日（金・祝）
　5月5日（土・祝）
　5月12日（土）
　5月25日（金）～6月4日（月）

　6月9日（土）～10日（日）

　6月15日（金）～18日（月）
　6月21日（木）～24日（日）
●テニスコート
　4月22日（日）
　4月30日（月）
　5月3日（木・祝）～４日（金・祝）
　5月11日（金）～14日（月）
　5月18日（金）～21日（月）
　5月26日（土）～27日（日）
　6月1日（金）～4日（月）
　6月9日（土）～10日（日）
　6月24日（日）
●球技場
　6月28日（木）～30日（土）

Bリーグ2017-2018シーズン「青森ワッツ対福島ファイヤーボンズ」
青森県高体連空手道専門部春季大会
2018マエダ桜まつり健康マラソン大会
青森県高等学校春季バスケットボール大会
青森県中学校春季バトミントン選手権大会
平成30年度青森県中学校剣道選手権大会
2018東北ジュニアトランポリンカップシリーズ第1戦
第71回青森県高等学校総合体育大会
開会式・卓球競技・新体操競技・バレーボール競技
第68回青森県高等学校定時制通信制総合体育大会
総合開会式・バスケットボール競技・バレーボール競技・卓球競技
第69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
平成30年度第72回東北高等学校卓球選手権大会

青森県シングルス・ソフトテニス選手権大会
平成30年度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
平成30年度青森オープンジュニアチーム対抗テニス大会
第68回青森県高等学校ソフトテニス春季大会
第25回全日本シングルス・ソフトテニス選手権大会
第13回青森県春季中学生ソフトテニス選手権大会
第71回青森県高等学校総合体育大会テニス競技
第68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
平成30年度　第32回ソフトテニス日本実業団リーグ東北予選会

U16・U17東北ブロックトレセン並びに高校日本代表一次選考会

新青森県総合運動公園

新年度屋外施設オープンのお知らせ

マエダアリーナ新年度サービスのお知らせマエダアリーナ新年度サービスのお知らせ

レンタサイクル

卓球台常設サービス

レンタサイクル

卓球台常設サービス

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21日（土）予定
・・・・5月3日（木・祝）予定

・・・・・・・・・・・・・6月23日（土）予定
・・4月28日（土）予定

青森県総合運動公園

陸上主競技場
陸上補助競技場
野球場

●料金：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)
●期間：4月28日～10月31日（予定）
　※悪天候の場合は貸出を見合わせる場合があります。

●実施期間
　4月3日～10月31日
　※但し大会等で使用できない場合がございます。
●利用時間
　４月、１０月/９：００～１５：００
　５月～９月/９：００～１８：００
●料金（1時間）
　小・中４０円、高校７０円、一般１００円
　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。（０１７－７３７－０６０１）

・・・・・・・・４月１４日（土）予定
・・・・・・４月１４日（土）予定

・・・・・・・・・・・・・・・４月１４日（土）予定
2000年シドニーオリンピックから正式種目になったトランポリン競技、
来年から国体でも正式種目になりこれから大注目の競技です。
本県のトランポリン競技の成績は大変素晴らしく、
優秀で将来楽しみな選手が2人いると情報をいただいたので、
クラブチームの青森バラニーズ（青森市）と
トランポリンアカデミー（五所川原市）にお邪魔してきました。

「練習は楽しく、勝負には厳しく。」
頑張って行こう。

トランポリンが好きで、
楽しんでやる！それが一番！！

トランポリンを始めた年齢ときっかけは？Q1

トランポリンのどんなところが楽しい？Q2

練習時、特に意識していることは？Q3

試合前、必ずすることはありますか？Q4

トランポリンを通じて学んだ事、良かったことは？Q5

今後の目標は？Q6

将来の目標や夢は？Q7

A1 5歳の頃、友達がトランポリンを習ってい
たので見学しに行ったとき、友達がクルク
ル回っていたのを見て、いつかは自分もや
ってみたいと思いました。

A2 回ったりするところが楽しいです。

A3 つま先を伸ばして跳ぶ事を意識しています。

A6 1位を取る事です。

A7 1位を取れる選手になって、国体やオリンピック
に出てみたいです。

A1 4歳の時ゲームセンターに置いてあったトランポリンで遊んだの
が楽しくてはじめました。

A2 難しい技が出来るようになり、大会で優勝したときです。

A3 跳ねたときの姿勢や高さを意識しています。

A4 必ずイメージトレーニングをしてから試合に臨んでます。

A5 県外の大会に出場するようになり、自分から積極的に行動
できるようになりました。

A6 東日本大会で入賞することです。

A7 どんな大会でも上位に入れる選手になる。
将来国体選手として大会に出場したい。

※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。

トランポリン

Future
of athlete輝け！未来のアスリート

柴 田　　結さん
（小2・五所川原市立中央小学校）

しばた ゆい

宮 西　陽 菜さん
（中1・青森市立浪打中学校）
【主な成績】

Bクラス個人東北大会優勝
Bクラスシンクロ優勝

みやにし ひな

トランポリンアカデミーを
指導している

工藤　尚監督から一言

青森バラニーズを
指導している
塩谷　喜兵衛
監督から一言

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

スタッフお勧めの
サイクルマップを
配布しております！

●陸上競技場
　4月29日(日・祝)、5月20日(日)、6月2日(土)、10日(日)

　5月4日(金・祝)～6日(日)
　5月24日(木)～27日(日)
　6月3日(日)
　6月16日(土)～18日(月)
　6月29日(金)
●野球場
　4月14日(土)～15日(日)、21日(土)～22日(日)、28日(土)～29日(日・祝)　　

　5月9日(水)～14日(月)
　5月19日(土)～21日(月)
　6月6日(水)～10日(日)
　6月16日(土)～19日(火)
●プール
　6月16日(土)～17日(日)
　6月22日(金)～24日(日)

第20回日本フットボールリーグ1stSTAGE
青森県春季陸上競技選手権大会
第71回青森県高等学校総合体育大会陸上競技
第68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69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65回青森市小学校体育デー

平成30年度春季青森地区高等学校野球大会
青森県高等学校野球選手権大会青森地区予選・五所川原地区予選
2018年度北東北大学野球春季リーグ戦1部
第65回春季東北地区高等学校野球大会
第69回青森市中学校体育大会夏季大会野球競技

第69回青森市中学校体育大会夏季大会水泳競技
第71回青森県高等学校選手権水泳競技大会



イベント
インフォメーション
イベント
インフォメーション
イベント
インフォメーション
イベント
インフォメーション

事業のお知らせ

イベント告知

イベント報告

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

2月10日（土）

●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

マエダアリーナ レストラン 営業中！！

マエダアリーナ

青森県民なら誰でも参加でき老若
男女問わず楽しめる大会です。

●参加費：1チーム3,000円
1位にトロフィー・賞状・副賞、2位
3位には賞状と副賞が贈られます。
参加賞もございますのでご参加
お待ちしております。

当日は天候にも恵まれ県
総合運動公園には約600
名が来場しました。
スノーバナナボートやス
ノースライダーなどでは
親子の歓声が上がり賑わ
いました。

当日は天候にも恵まれ県
総合運動公園には約600
名が来場しました。
スノーバナナボートやス
ノースライダーなどでは
親子の歓声が上がり賑わ
いました。

冬期間のジュニア層の
陸上競技強化を目的に
県内小中学生340人が
参加しました。50m・
1000ｍ・4×150mリ
レー・走高跳びの4種目
が行われ、日頃の練習
成果を思う存分発揮し
ていました。
とくにリレーは最終種
目もあって観客席から
熱い声援が送られ、会
場は熱気につつまれま
した。

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

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
●4月30日（月・祝）
●場所：新青森県総合運動公園テニスコート

スノーフェスティバル
2018 3月3日（土）

スノーフェスティバル
2018

2018ジュニア室内
陸上大会

inマエダアリーナ
2018ジュニア室内

陸上大会

inマエダアリーナ

開催日

会場

●幼児の部
　1.0km
●小学生の部
　1.0km・2.0km・2.5km

●中学生の部
　3.0km
●一般の部（年齢別に区分あり）
　3.0km・5.0km

●幼児の部
　1.0km
●小学生の部
　1.0km・2.0km・2.5km

●中学生の部
　3.0km
●一般の部（年齢別に区分あり）
　3.0km・5.0km

平成30年4月21日（土）平成30年4月21日（土）
新青森県総合運動公園内
特設コース（マエダアリーナ）
新青森県総合運動公園内
特設コース（マエダアリーナ）

ウイルスポーツクラブは新県総合運動公園・県総合運動公園の指定管理者であるスポルト
青い森グループが運営する総合型地域スポーツクラブとして平成20年3月に誕生しました。
これまで12種類1サポート事業を実施し、登録会員は延べ7,000名を超え、今年で10周年を
迎えることとなりました。
今後とも、総合型地域スポーツクラブの設置目的である「子供から高齢者まで」「様々なス
ポーツを愛好する人々に」「それぞれの志向・レベルに合わせた指導」が出来るよう運営して
参りますので、よろしくお願いします。

ウイルスポーツクラブは新県総合運動公園・県総合運動公園の指定管理者であるスポルト
青い森グループが運営する総合型地域スポーツクラブとして平成20年3月に誕生しました。
これまで12種類1サポート事業を実施し、登録会員は延べ7,000名を超え、今年で10周年を
迎えることとなりました。
今後とも、総合型地域スポーツクラブの設置目的である「子供から高齢者まで」「様々なス
ポーツを愛好する人々に」「それぞれの志向・レベルに合わせた指導」が出来るよう運営して
参りますので、よろしくお願いします。

●ホームページ http://sport-aoimori.jp/　●事務局 TEL 017-737-0600

スイミング、硬式テニス、ソフトテニス、硬式野球、女子野球、エアロビクス、健康フィットネス、かけっこ
ブローカート、少年相撲、フェンシング、ボクシング、コンディショニングサポート

設立10周年設立10周年
●ホームページ http://sport-aoimori.jp/　●事務局 TEL 017-737-0600

これまでの実施種目等

爽快！スノーバナナボート

人間ばん馬競争 迫力満点！ジャンボスノースライダー

爽快！スノーバナナボート

人間ばん馬競争 迫力満点！ジャンボスノースライダー

今年も大人気のスノーバナナボート！
カーブに入ると歓声（悲鳴？）が響き渡っていました。
今年も大人気のスノーバナナボート！
カーブに入ると歓声（悲鳴？）が響き渡っていました。


