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Access

仁川国際空港　⇒　　　青森空港 約2時間20分

飛行機で

ソウルから

新幹線で

F
高森山総合運動公園

十和田市若葉球技場

三沢空港から車で約55分
JR東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約30分

三沢空港から車で約45分
JR東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約25分

G
八戸市武道館

八戸市東運動公園

三沢空港から車で約40分
JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約15分

三沢空港から車で約50分
JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約20分

三沢空港から車で約5分
青い森鉄道「三沢」駅から車で約10分
JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約30分

H （仮称）三沢市国際交流スポーツセンター

青森県企画政策部企画調整課
〒030-8570　青森県青森市長島1-1-1　TEL　017-734-9136　FAX　017-734-8029
 E-mail　kikaku@pref.aomori.lg.jp

［お問い合わせ先］

C 青森県武道館
弘前市運動公園

青森空港から車で約50分
JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約10分

D
岩木山総合公園

岩木青少年スポーツセンター

青森空港から車で約70分
JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約40分

青森空港から車で約70分
JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約45分

E 岩木川カヌー競技場 青森空港から車で約70分
JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約30分

青森空港から車で約30分
JR東北新幹線・奥羽線「新青森」駅から車で約15分

B みちぎんドリームスタジアム
（青森市スポーツ会館）

青森空港から車で約35分
JR東北新幹線・奥羽線「新青森」駅から車で約25分A マエダアリーナ

（新青森県総合運動公園）

羽田空港　　　⇒　　　青森空港 約1時間15分東京から

羽田空港　　　⇒　　　三沢空港 約1時間15分東京から

小牧空港　　　⇒　　　青森空港 約1時間20分名古屋から

伊丹空港　　　⇒　　　青森空港 約1時間30分大阪から

伊丹空港　　　⇒　　　三沢空港 約1時間35分大阪から

新千歳空港　   ⇒　　　青森空港 約50分北海道から

丘珠空港　　　⇒　　　三沢空港 約1時間00分北海道から

東京駅　　　　⇒　　　新青森駅 最速 約3時間00分東京から

東京駅　　　　⇒　　　七戸十和田駅 最速 約3時間00分東京から

東京駅　　　　⇒　　　八戸駅 最速 約2時間50分東京から

新函館北斗駅　⇒　　　新青森駅 最速 約1時間00分北海道から

事前トレーニングキャンプガイド
Tokyo2020
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青森県には事前トレーニングキャンプ地  として最高のスポーツ環境があります。

本州最北端、夏でも冷涼
青森県は本州最北に位置し、ローマ、マドリード、ニューヨークとほぼ同
じ緯度にあります。夏でも比較的冷涼な気候のため、選手のコンディ
ション調整に最適です。

夏季の降水量が少ない
梅雨の時期（6～７月）でも降水量が少なく、トレーニングに適しています。

仁川国際空港から直行便あり
「アジアのハブ空港」と呼ばれる仁川国際空港（ソウル）から青森空港
へ直行便が運航。アジアはもちろん、ヨーロッパやアメリカなど世界各
国からストレスなくアクセスできます。

有名アスリートを多数輩出
オリンピックをはじめ、国際的な舞台で活躍するアスリートを多数輩出
しています。県内には、オリンピックメダリストが練習場として使用して
いた施設もあります。

豊かな自然・温泉と文化
日本で初めてユネスコの世界自然遺産に登録された白神山地をはじめ、
豊かな自然に溢れています。県内各地に温泉があり、心身の疲労回復に
適しています。また夏祭りは全国的にも有名で、祭りを通した国際交流
も盛んです。

AOMORIROMEMADRIDNEW YORK

仁川国際空港
SEOUL

青森空港
AOMORI

レスリング
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小原日登美 氏
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2012年
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銀メダル
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青森県の気候
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白神山地 酸ヶ湯温泉 青森ねぶた祭

青森には選ばれる 理由 があります。
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青森市

県内最大規模の屋内体育施設
青森県武道館・弘前市運動公園
青森県武道館は、青森県西部の中心都市・弘前市にある県内最大規模
の屋内体育施設であり、柔道８面対応の主競技場を有します。隣接する
弘前市運動公園は、雨天時にも練習ができる施設を備えています。

青森県武道館
【主競技場】●柔道8面 ●バスケットボール2面 ●バレーボール2面 ●バドミント
ン10面 ●テニス2面 ●卓球36台 ●空手道4面 客席数：5,000席（2F固定席1,700
席、移動席640席、仮設椅子席2,660席）
【補助競技場】●バレーボール1面 ●バドミントン2面 ●卓球5台
【柔道場】●柔道2面 ●空手道2面
【剣道場】●剣道2面 ●空手道2面
【トレーニング室】 ●各種トレーニング機器18機種全28台
【合宿所】 ●和室16室×6名 最大96名
弘前市運動公園
【野球場】●両翼100m、センター122m 収容人員：14,800人（メインスタンド4,500人、
内野席2,100人、外野席8,200人）
【陸上競技場（第2種公認）】●トラック1周400m（全天候）●室内練習走路50m×4
レーン（全天候） 収容人員：12,000人（メインスタンド2,000人、芝スタンド10,000人）
【テニスコート（人工芝）】●テニス8面 客席数：1,200席
【球技場（人工芝）】●ラグビー1面 ●サッカー1面 客席数：640席 総面積：15,625㎡
【多目的運動広場】●野球1面 ●ソフトボール1面 ●サッカー1面 ●ラグビー1面 総面
積：15,049㎡
【克雪トレーニングセンター】 ●屋内グラウンド 総面積：2,510㎡

■ 所在地：青森県弘前市大字豊田2-3-1
■ アクセス：青森空港から車で約50分
　　　　　   JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約10分

柔道
サッカーラグビー

テニス
空手道

卓球バドミントン
陸上野球 ソフトボール

ソフトボール

岩木山を望む最高のロケーション
岩木山総合公園・岩木青少年スポーツセンター
岩木山総合公園並びに岩木青少年スポーツセンターは、岩木山を望
む優れた景観と夏でも冷涼な気候に恵まれ、自然豊かな落ち着いた
環境のもと、快適にトレーニングを行うことができます。

岩木山総合公園
【多目的グラウンド（天然芝）】第１広場●サッカー2面  ●ラグビー2面  第2広場
●ラグビー2面 ●サッカー（ジュニア）4面
【体育館】●バスケットボール2面 ●バレーボール2面 ●バドミントン8面 ●テニ
ス2面 ●卓球20台 客席数：1,000席（固定席750席、立見席250席）
【野球場】●両翼100m、センター122m 収容人員：15,000人（内野スタンド3,000人、
外野スタンド12,000人）
【テニスコート】●センターコート（砂入り人工芝／全天候）1面 客席数：5,000席（2F固定
席1,700席、移動席640席、仮設椅子席2,660席） ●一般コート（砂入り人工芝／全天候）20面
岩木青少年スポーツセンター
【球技場】●サッカー ●ソフトボール 総面積：7,150㎡
【多目的広場（天然芝）】●ラグビー2面 総面積：第１多目的広場／22,500㎡、第2多目的
広場／25,500㎡

■ 所在地：
　 ［岩木山総合公園］青森県弘前市百沢字裾野195-1
    ［岩木青少年スポーツセンター］青森県弘前市常盤野字湯段萢1-2
■ アクセス：青森空港から車で約70分
　［岩木山総合公園］JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約40分
　［岩木青少年スポーツセンター］JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約45分

サッカー ラグビー
テニス

バドミントン
野球卓球

バレーボールバスケットボール

武道場を備えた総合スポーツ施設
みちぎんドリームスタジアム（青森市スポーツ会館）
みちぎんドリームスタジアムは、青森市の中心部にあり、滞在環境や
アクセスに優れています。レスリング場や柔道場、サッカーに適した
芝生グラウンド等を備えた総合スポーツ施設です。

みちぎんドリームスタジアム（青森市スポーツ会館）
【柔道場】●柔道2面 客席数：88席（車椅子席：2席）
【レスリング場】●レスリング1面
【多目的広場】●サッカー ●ラグビー 総面積：9,248㎡
【多目的運動場】●バドミントン5面（6月～8月） ●カーリング4シート（9月～5月） 
客席数：279席（1F：112席、1F車椅子席：4席、2F：160席、2F車椅子席：3席）
【屋内グラウンド】●アーチェリー（屋内競技3人立）
【剣道場】●剣道2面 客席数：84席（車椅子席：2席）
【弓道場】●弓道（近的6人立） 客席数：66席（車椅子席：2席）

■ 所在地：青森県青森市合浦1-13-1
■ アクセス：青森空港から車で約30分
　　　　　  JR東北新幹線・奥羽線「新青森」駅から車で約15分

柔道 サッカー ラグビー バドミントン アーチェリーレスリング

青森県武道館 主競技場

青森県武道館 柔道場

弘前市運動公園 陸上競技場弘前市運動公園 野球場

岩木山総合公園 多目的グラウンド

岩木山総合公園 体育館

岩木青少年スポーツセンター 岩木山総合公園 野球場

施
設
紹
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Facilities

青森市中心部に位置する好立地
青森市の中心街へのアクセスが良好なため、東北新幹線での移動や宿泊施設
の手配などに便利です。また大型スポーツ施設「マエダアリーナ（新青森県総
合運動公園）」（上段参照）にも近く、補助的施設としても適しています。

裏表紙マップ B

レスリング場 多目的広場

柔道場

145名収容の合宿所を完備
マエダアリーナ（新青森県総合運動公園）
青森市にあるマエダアリーナは、県内トップクラスの設備を有する総合
スポーツ施設です。バスケットボールやバレーボールに最適なアリーナ
を有し、専門医によるメディカルチェック施設も併設しています。

マエダアリーナ（新青森県総合運動公園）
【メインアリーナ】●バスケットボール3面 ●バレーボール4面 ●バドミントン14
面 ●テニス3面 ●卓球24台 ●ハンドボール2面（練習用3面） 客席数：最大5,348
席（2～3F固定席3,368席、移動席最大1,980席）
【サブアリーナ】●バスケットボール2面 ●バレーボール3面 ●バドミントン6面 
●テニス2面 ●卓球12台 
【テニスコート】●テニス20面、サブコート4面 客席数：4,213席、選手控席：240席
【アーチェリー場】●アーチェリー15レーン（30人立、最長射程90m）
【球技場（天然芝）】●サッカー ●ラグビー 総面積：11,620㎡  客席数：固定席1,500席、
芝生席：1,800席
【室内プール】●25m×8レーン
【トレーニングルーム】●トレットミル ●ステーショナリーバイク ●ウェイトスタッ
ク式マシン ●油圧式マシン ●フリーウェイト等 

■ 所在地：青森県青森市大字宮田字高瀬22-2
■ アクセス：青森空港から車で約35分
　　　　　   JR東北新幹線・奥羽線「新青森」駅から車で約25分

サッカー ラグビー
テニス 卓球
水泳

バドミントンバレーボール
ハンドボール
バスケットボール

県内トップクラスの設備を誇る
総合スポーツ施設
専門医が多角的に選手をサポートする「青森県スポーツ科
学センター」を併設するほか、145名を収容できる大型の合
宿所も完備しています。

メインアリーナ

メインアリーナ テニスコート

アーチェリー

青森市

裏表紙マップ A

弘前市

弘前市

裏表紙マップ C

バレーボールバスケットボール

裏表紙マップ D
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三沢市

八戸市

十和田市十和田市高森山総合運動公園・十和田市若葉球技場
青森県東南部にある十和田市は、サッカー施設が充実しています。
高森山総合運動公園は天然芝と人工芝（ナイター設備有）、十和田市
若葉球技場は人工芝（ナイター設備有）のグラウンドを有しています。

高森山総合運動公園
●天然芝グラウンド1面 総面積：11,300㎡ 客席数：固定席990席、芝生席4,010席
●人工芝グラウンド1面 総面積：11,300㎡ 客席数：固定席470席、芝生席4,500席

十和田市若葉球技場
●人工芝グラウンド1面 総面積：11,500㎡ 客席数：芝生席1,300席

■ 所在地：
　 ［高森山総合運動公園］青森県十和田市大字深持字梅山1-268 
    ［十和田市若葉球技場］青森県十和田市西二十二番町12
■ アクセス：
　［高森山総合運動公園］三沢空港から車で約55分
　　　　　　　　　　　 JR東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約30分
　［十和田市若葉球技場］三沢空港から車で約45分
　　　　　　　 　　　　JR東北新幹線「七戸十和田」駅から車で約25分

サッカー

八戸市武道館・八戸市東運動公園
青森県東南部に位置する八戸市にある八戸市武道館は、国際レスリン
グ連盟公認マット２面を有しています。近接する八戸市東運動公園の
体育館は国際試合で主流になりつつあるLED照明を導入しています。

八戸市武道館
【レスリング場（国際レスリング連盟認定マット）】●レスリング2面
【柔道場（国際規格）】●柔道182畳
八戸市東運動公園
【体育館】●バスケットボール２面 ●バレーボール２面 ●バドミントン8面 ●テニ
ス２面 客席数：固定席1,018席
【テニスコート】●テニス10面（砂入り人工芝／全天候）
【陸上競技場（第3種公認〉】●トラック1周400m×8レーン（全天候） 収容人員：
10,000人（メインスタンド1,000人、芝スタンド9,000人）
【野球場】●両翼93m、センター120m 収容人員：9,050人
【自転車競技場】●周長333.1/3ｍ（走路アスファルト舗装保護、シーリング仕上げ）

■ 所在地：
　［八戸市武道館］青森県八戸市大字糠塚字下屋敷9-1
   ［八戸市東運動公園］青森県八戸市湊高台8-1-1
■ アクセス： 
　［八戸市武道館］三沢空港から車で約40分
　　　　　　　　 JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約15分
　［八戸市東運動公園］三沢空港から車で約50分
　　　　　　　　　　 JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約20分

（仮称）三沢市国際交流スポーツセンター
青森県東部にある三沢市に2017年10月に完成予定の三沢市国際交流
スポーツセンター（仮称）は、最新の設備と国際基準のメインアリーナを
有し、バレーボールやバスケットボールのトレーニングに適しています。

（仮称）三沢市国際交流スポーツセンター
【メインアリーナ】●バスケットボール（公式2面、練習2面） ●バレーボール（公式2
面、練習3面） ●バドミントン（公式8面、練習10面） ●テニス（公式2面、練習2面） 
●卓球（公式15面、練習16面） 客席数：1,827席（2F固定席995席、1F可動席832席)
【サブアリーナ】●バスケットボール（練習1面） ●バレーボール（練習1面） ●バド
ミントン（練習3面） ●テニス（練習1面） ●卓球（練習4面）

■ 所在地：青森県三沢市南山1-136-1
■ アクセス：三沢空港から車で約5分
　 　　　　 青い森鉄道「三沢」駅から車で約10分
　 　　　　 JR東北新幹線・八戸線・青い森鉄道「八戸」駅から車で約30分

柔道
陸上

バドミントンレスリング

テニス 卓球
シッティングバレーボール 車椅子バスケットボール 車椅子テニス

バドミントンバレーボールバスケットボール

バレーボールバスケットボール テニス
野球 自転車

高森山総合運動公園

八戸市武道館 柔道場 八戸市東運動公園 体育館

十和田市若葉球技場

十和田市若葉球技場

サッカー人口の多い地域ならではの
充実した施設群
十和田市周辺はサッカー人口が多く、30分圏内
の近隣にもサッカー場や屋内練習場が点在し、
ナイター設備の整った施設も多くあります。

三沢市国際交流教育センター

長年にわたる米軍との
友好関係に根ざす国際交流
三沢市は国際交流に対する意識が市
民に根づいており、「三沢市国際交流
教育センター」など海外選手の受け入
れ、ボランティアにも積極的です。

八戸市武道館 レスリング場

メインアリーナ（完成イメージ）

外観（完成イメージ）

天然芝とナイター設備を誇るサッカー施設群

オリンピックメダリストを輩出した練習場
裏表紙マップ G

国際交流が盛んな市の最新スポーツ施設
裏表紙マップ H

施
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Facilities

岩木川カヌー競技場
青森県南西部に位置する西目屋村にある岩木川カヌー競技場は、岩木川
を利用した200m～500mの特設コースを備え、ワイルドウォーターと
スラロームの全国大会（ジャパンカップ）が毎年開催されています。

岩木川カヌー競技場
●特設コース200～500m（ワイルドウォーター、スラローム）

■ 所在地：青森県西目屋村大字田代字名坪平
■ アクセス： 青森空港から車で約70分
　　　　　  JR奥羽線・弘南鉄道弘南線「弘前」駅から車で約30分

カヌー

ジャパンカップ開催実績15年以上。国内有数の競技場
岩木川は上流の津軽ダムの放水により安定した水量を確保でき、常時カヌー
競技を実施できる全国でも数少ない河川です。ジャパンカップをはじめ各種
大会が開催されており、周辺には温泉を有する宿泊施設もあります。

ジャパンカップ大会風景 ジャパンカップ大会風景 周辺宿泊施設

カヌーコース

西目屋村

ジャパンカップが開催されるカヌー競技場
裏表紙マップ E

裏表紙マップ F

AOMORI The right choice to train 5 AOMORI The right choice to train 6


