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弘前 弘前第16号 屋内村営プール「ゆうえい館」 平川市 平川市碇ヶ関字高田20-3 0172-49-5181 体育施設 H16

上十三 上十三第9号 六戸町総合体育館 六戸町 六戸町犬落瀬字前谷地12 0176-55-3988 体育施設 H16

上十三 上十三第13号 六戸町勤労者体育センター 六戸町 六戸町犬落瀬権現沢54-118 0176-55-5161 体育施設 H16

むつ むつ第84号 東通村体育館 東通村 東通村砂子又字沢内5-34 0175-27-2200 体育施設 H16

青森市 青森第97号 あおい森アリーナ 青森市 青森市宮田字高瀬22-2 017-737-0600 体育施設 H17

弘前 弘前第134号  平賀総合運動施設屋内運動場 平川市 平川市新館野木和48 0172-43-0660 体育施設 H18

弘前 弘前第135号  平賀総合運動施設屋内温水プール 平川市 平川市新館野木和48 0172-43-0660 体育施設 H18

上十三 上十三第84号 七戸町屋内スポーツセンター 七戸町 七戸町字中野16-1 0176-69-1111 体育施設 H18

上十三 上十三第92号 七戸体育館 七戸町 七戸町字蛇坂57-36 0176-62-2051 体育施設 H18

上十三 上十三第93号 七戸町立讃道館 七戸町 七戸町字蛇坂57-36   0176-62-2051 体育施設 H18

上十三 上十三第95号 七戸町立トレーニングセンター 七戸町 七戸町字蛇坂57-36   0176-62-2051 体育施設 H18

上十三 上十三第96号 七戸町立武道館 七戸町 七戸町字蛇坂57-36   0176-62-2051 体育施設 H18

上十三 上十三第104号 七戸海洋センター 七戸町 七戸町字立野頭149-2 0176-62-5331 体育施設 H18

むつ むつ第128号 むつ市ウエルネスパーク むつ市 むつ市真砂町8-8 0175-28-4341 体育施設 H18

上十三 上十三第220号 メディカルフィットネスいぶき 七戸町 七戸町字道ﾉ上63-4 0176-69-1061 体育施設 H20

弘前 弘前第335号 ホリディスポーツクラブ弘前 弘前市 弘前市八幡町3-2-1 0172-31-2552 体育施設 H21

弘前 弘前第420号 勤労青少年ホーム中央スポーツ館 黒石市 黒石市内町24-1 0172-53-1612 体育施設 H22

弘前 弘前第421号 スポカルイン黒石 黒石市 黒石市ぐみの木3-65 0172-53-8111 体育施設 H22

弘前 弘前第422号 藤崎町農業者トレーニングセンター 藤崎町 藤崎町常盤字三西田32 0172-65-3463 体育施設 H22

五所川原 五所川原第188号 鰺ヶ沢町勤労者体育センター 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜51-1 0173-72-2111 体育施設 H22

五所川原 五所川原第191号 鰺ヶ沢町室内温水プール 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字小夜51-1 0173-72-2111 体育施設 H22

東 青森第377号 蓬田村農業者トレーニングセンター 蓬田村 蓬田村蓬田字宮本地内 0174-31-3111 体育施設 H23

弘前 弘前第446号 スポーツプラザ藤崎 藤崎町 藤崎町西豊田1-1 0172-75-3323 体育施設 H23

東 青森第378号 平内町武道館 平内町 平内町小湊字下規12-1 017-755-2565 体育施設 H24

弘前 弘前第483号 平賀体育館 平川市 平川市新館野木和18－1 0172-43-0660 体育施設 H26

弘前 弘前第484号 B&G尾上体育館 平川市 平川市新屋町北鶉野15－1 0172-57-4633 体育施設 H26

弘前 弘前第485号 尾上体育館 平川市 平川市中佐渡南田95－4 0172-57-4705 体育施設 H26

五所川原 五所川原第281号 鰺ヶ沢中学校第二体育館 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町舞戸町字鳴戸391 0173-72-2766 体育施設 H26

上十三 上十三第299号 横浜町トレーニングセンター 横浜町 横浜町字三保野148-1 0176-78-2111 体育施設 H26

上十三 上十三第312号 六戸町Ｂ＆Ｇ海洋センター 六戸町 六戸町犬落瀬字前谷地61 0176-55-3111 体育施設 H26

上十三 上十三第313号 六戸町総合運動公園　野球場（メイプルスタジアム） 六戸町 六戸町犬落瀬字下久保174-1 0176-55-3111 体育施設 H26

上十三 上十三第318号 三沢市室内温水プール 三沢市 三沢市三沢戸崎101-1553 0176-51-1930 体育施設 H26

上十三 上十三第319号 三沢アイスアリーナ 三沢市 三沢市南山3-116-5 0176-51-1930 体育施設 H26

上十三 上十三第320号 三沢市総合体育館 三沢市 三沢市桜町1-4-7 0176-51-1930 体育施設 H26

上十三 上十三第321号 三沢市武道館 三沢市 三沢市中央町1-4-20 0176-51-1930 体育施設 H26

上十三 上十三第341号 野辺地町屋内温水プール 野辺地町 野辺地町字下御手洗瀬29-1 0175-64-9777 体育施設 H26

上十三 上十三第342号 野辺地町立体育館 野辺地町 野辺地町字観音林脇10 0175-64-1459 体育施設 H26

上十三 上十三第344号 野辺地町青少年体育センター 野辺地町 野辺地町字中道20-1 0175-64-9657 体育施設 H26

上十三 上十三第352号 あったかハウスまかどの森 野辺地町 野辺地町字地続山 0175-64-0778 体育施設 H26

上十三 上十三第353号 野辺地町運動公園（管理棟） 野辺地町 野辺地町字松ノ木114 0175-64-1069 体育施設 H26

東 青森第396号 平内町立体育館 平内町 平内町大字小湊字下槻3-2 017-755-2565 体育施設 H27

東 青森第397号 平内町営陸上競技場 平内町 平内町大字小湊字後萢31 017-755-2565 体育施設 H27

東 青森第398号 平内町営野球場 平内町 平内町大字小湊字後萢119-2 017-755-2565 体育施設 H27

弘前 弘前第601号 弘前市南富田町体育センター 弘前市 弘前市南富田町5-2 0172-34-6122 体育施設 H27

三戸 八戸第431号 八戸市屋内トレーニングセンター 八戸市 八戸市河原木字谷地田4 0178-25-9222 体育施設 H27
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三戸 八戸第432号 八戸市南部山健康運動センター 八戸市 八戸市大字河原木字蝦夷館3番地の6 0178-20-5403 体育施設 H27

三戸 八戸第433号 おいらせ町民交流センター おいらせ町 青森県上北郡おいらせ町中下田125-2 0178-56-2111 体育施設 H27

三戸 八戸第434号 おいらせ町いちょう公園体育館 おいらせ町 青森県上北郡おいらせ町沼端14-161 0178-56-2111 体育施設 H27

三戸 八戸第436号 八戸市東体育館 八戸市 八戸市湊高台8-1-1 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第437号 八戸市新井田インドアリンク 八戸市 八戸市新井田西4丁目1-1 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第438号 八戸市武道館 八戸市 八戸市大字糠塚字下屋敷9-1 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第439号 八戸市体育館 八戸市 八戸市大字売市字輿遊下3 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第440号 八戸市スポ－ツ研修センタ－ 八戸市 八戸市大字売市字輿遊下3 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第441号 八戸市南郷体育館 八戸市 八戸市南郷大字市野沢字中市野沢44-10 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第442号 八戸市南郷屋内運動場 八戸市 八戸市南郷大字中野字高村5-5 0178-25-9222 体育施設 H27

三戸 八戸第443号 八戸市南郷屋内温水プ－ル 八戸市 八戸市南郷大字中野字高村5-5 0178-25-9222 体育施設 H27

東 青森第430号 平内町B&G海洋センター（プール） 平内町 平内町大字沼館字家岸25-32 017－755－2565 体育施設 H28

弘前 弘前第847号 スポーツプラザときわ 藤崎町 藤崎町大字常盤字富田19-1 0172-65-4340 体育施設 H28

東 青森第515号 外ヶ浜町蟹田体育館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字下蟹田42-2 0174-22-3367 体育施設 H29

東 青森第516号 外ヶ浜町平舘体育館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢123-17 0174-25-2112 体育施設 H29

東 青森第517号 外ヶ浜町三厩体育館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字三廐新町2 0174-37-3110 体育施設 H29

東 青森第522号 外ヶ浜町平舘公民館体育館 外ヶ浜町 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘根岸湯ノ沢163-3 0174-25-3766 体育施設 H29

青森市 保健衛生第486号 青森県総合運動公園 青森市 青森市安田字近野234-7 017-766-1241 体育施設 R2

青森市 保健衛生第487号 新青森県総合運動公園 青森市 青森市宮田字高瀬22-2 017-737-0600 体育施設 R2


