
式典会場は、観覧席が仮設スタンドを含み、約３万人を収容できる施設
屋外の式典会場の場合は、雨天対策用として体育館１ 0

新青森県総合運動公園内に整備予定
の陸上競技場(平成２９年度完成予定)

1 日本陸上競技連盟公認の１種競技場１（補助競技場　３種競技場） １周４００ｍのサブトラック１､投てき練習場１ 1 補助競技場の公認無

競泳
日本水泳連盟公認のプール
１. 競泳用５０m プール１(隣接して２５m 補助プール１) 0

飛込・シンクロ
２. 飛込､シンクロナイズドスイミング用プール１ (飛込用として１０mの固定台と３
mの飛板を備えていること。) 0

水球 ３. 水球用プール１ 0

3 規定の競技場芝生７面以上
２会場地以上に分かれてもよい｡
原則、天然芝とするが、全３面までJFA公認
人工芝ピッチの使用を可能とする。

23 2会場以上での開催

4 規定のコート２０面 ２会場地に分かれる際は２４面とする。 2

5
１，０００mの５コースを有する水路１､艇庫１(仮設でもよい。)
回漕用として１コース程度を付設する水路 0

6 規定の競技場２面 0 要人工芝会場

7
規定のリング２面を設置することができる体育館１
（床面積：縦４０m以上×横３５m以上）
検診、計量会場、医療室、グロービング室、選手練習場などの付帯施設

11

8 規定の屋内コート８面
２会場地以上に分かれてもよい｡体育館の天
井の高さは１０m以上が望ましいが､７m以上
あればよい。

8 2会場以上での開催

9 規定の各器具を設置することができる体育館１ ２会場地に分かれてもよい｡ 2 同一会場で競技可能な施設無

10 規定の屋内コート１０面
近接であれば２会場地以上に分かれてもよ
い。 4 2会場以上での開催

11 規定のマット４面を設置することができる体育館１ ２会場地に分かれてもよい。 11

12
日本セーリング連盟が適当と認める水域１（２海面）
ヨットハーバー、艇庫及び競技運営棟（仮設でもよい） - 会場地選定には認定が必要

13

・競技会場は下記のいずれかとする。
①規定のプラットホーム１面を設置することができる施設１
②規定のプラットホーム２面を設置することができる施設１
③規定のプラットホーム１面を設置することができる施設２
・ウォーミングアップ場を各施設に１（８セット以上のバーベルとプラットホーム）
・練習会場１（１０セット以上のバーベルと練習用プラットホーム）

20

14 規定の屋内競技場６面
２会場地に分かれてもよい｡体育館の天井の
高さは１０m以上が望ましいが､７m以上あれ
ばよい。

0
１会場で３面以上確保できる競技場
マエダアリーナ（メイン、サブアリーナ）

トラック 規定の競技場１ 1

ロードレース
規定のロードレースコース(１ 周の周長が少なくとも１０ ㎞以上であり、１０～１５
㎞を原則とする周回ロードコース) - 開催時選定

正
式
競
技

摘要基準競技

15

陸上競技

2

ホッケー

ボクシング

ボート

バスケットボール

レスリング

セーリング

ウェイトリフティング

ハンドボール

自転車

水泳
左記１､２､３ は､至近距離にある異なった会
場であることが望ましい。

国民体育大会施設基準及び青森県内体育施設状況

備考
実施可能
施設数

青森県内体育施設の状況

バレーボール

体操

総合開・閉会式

サッカー

テニス
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摘要基準競技
備考

実施可能
施設数

青森県内体育施設の状況

16 規定のコート１６面 ２会場地に分かれてもよい｡ 2

17 規定のコート１２面（予備コート２面を含む）を設置することができる体育館１
２会場地に分離して開催する場合は、各体
育館に規定のコート８面を設置する。 7

18 規定の野球場５面
２会場地以上に分かれていてもよい。
２会場地以上に分かれる場合は６面とする。 35

19 規定の競技場１ 10

障害馬術
障害馬術競技場１面７０m×５０m(楕円形でも可)、別途ダービーコースを隣接す
る。
障害練習場２面（うち１面は競技場隣接）

0

馬場馬術

馬場馬術競技場１面９０m×５０m
馬場馬術練習場２面（うち１ 面は隣接）
厩舎２２７馬房(１馬房３m×３m)
隔離厩舎２馬房（１馬房４m×４m）
ホースマネージャー宿舎４７名収容（各県１名男女別）

0

21 規定のピスト８面を設置することができる体育館１
開催時期により空調施設を有することが望ま
しい。 21

22
規定の競技場３面を有する柔道場又は体育館１
試合会場に隣接した練習場１（１５０畳程度）

試合場は原則として床面に直接畳を設置す
る。ただし、床面が固く、弾力が無い場合は
かさ上げをするなど、選手の安全を考慮して
設置する。

8

23 規定の競技場８面 ２会場地以上に分かれてもよい｡ 36

24 規定のコート８面を有する体育館１
２会場に分かれてもよい｡
体育館の天井の高さは１２ｍ以上あればよ
い｡

10

近的 規定の弓道場１ 10

遠的 遠的競技場１(仮設でもよい。) 1

エア・ライフル
規定のライフル射撃場
エア・ライフル２６射座１ 1 老朽化が進んでいる

スモールボア・ライフル スモールボア・ライフル２４射座１ 1 老朽化が進んでいる

ピストル ピストル１８射座１ 0

ビーム・ライフル １３射座の体育館１ 1
老朽化が進んでいる。
競技規定13射座を満たしていない。

27 規定の競技場２面を有する剣道場又は体育館１ 34

28 規定の競技場３面(うち芝生の競技場２面) ２会場地に分かれてもよい｡ 15

リード 日本山岳協会が適当と認めるリード施設 - 会場地選定には認定が必要

ボルタリング 日本山岳協会が適当と認めるボルダリング施設 - 会場地選定には認定が必要

正
式
競
技

２会場地以上に分かれてもよい。
エア・ライフル、スモールボア・ライフルとも電
子標的装置とすることが望ましい。

剣道

ラグビーフットボール

29

26 ライフル射撃

山岳

高さ１２m以上(ルート長さ１５m以上)
幅３m以上のリード施設２面、高さ５m、面積６
０㎡のボルダリング施設２基。
１会場で実施

バドミントン

25 弓道

フェンシング

柔道

ソフトボール

相撲

20 馬術 各施設は仮設並びにリースでもよい。

ソフトテニス

卓球

軟式野球
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摘要基準競技
備考

実施可能
施設数

青森県内体育施設の状況

カヌースプリント
１．カヌースプリント
日本カヌー連盟が適当と認める幅１０１m以上を有する５００m以上のコース１、艇
庫１（艇及び器材を収容できるもの。常設が望ましいが仮設でもよい。）

- 会場地選定には認定が必要

カヌースラローム - 会場地選定には認定が必要

カヌーワイルドウォーター - 会場地選定には認定が必要

31 ７０ｍの射程距離を有する施設１ 1 要安全緩衝帯確認

32 規定の競技場４面を有する空手道場又は体育館１ 28

33 規定の競技場２面を有する体育館１ 34

トラップ 規定の射場トラップ１面 0

スキート スキート１面 0

35 規定のコート２面を有する体育館又は武道館１ 31

36

ＪＢＣ公認競技場とし、競技場のレーン数に応じて、競技日数は以下のとおりとす
る。
・１会場で４０以上のレーンを有する場合は、競技日数は５日間以内とする。
・１会場で３４～３８ のレーンを有する場合は、競技日数は６日間以内とする。
・２会場で、それぞれ３２以下のレーンを有する場合は、競技日数は５日間以内と
する。

２会場地に分かれてもよい。
使用ピンは、ＪＢＣ認証ピンであること。 9

37
日本ゴルフ協会が開催を可能と認めた５４ ホール(３ コース)の施設を有する競
技場

２会場地以上に分かれてもよい。 - 会場地選定には認定が必要

38 規定のコース（スイム１.５km、バイク４０km、ラン１０km） - 開催時選定

特別
競技

39 規定の野球場３ 面 ２会場地に分かれてもよい。 7

28

7

6

正
式
競
技

実施可能施設有り競技数

実施可能施設無し競技数

選定要認定及び開催時選定の競技数

※自転車及びライフル射撃重複

銃剣道

34 クレー射撃

アーチェリー

30

なぎなた

ボウリング

ゴルフ

トライアスロン

高等学校野球

空手道

カヌー ２会場地以上に分かれてもよい。
２．カヌースラローム、カヌーワイルドウォーター
日本カヌー連盟が適当と認める河川１、艇庫１（艇及び器材を収容できるもの。
常設が望ましいが仮設でもよい。）
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