
　サクラの開花時期・期間は気象条件等により変動します。なお、開花状況は信州スカイパーク公式サイトでもご案内しております。　http://shinshu-skypark.net/

今年もお花見シーズンがやって来ました。信州スカイパークには園

内各所にソメイヨシノを始めとする約 1,000 本のサクラがあり、満

開の時期ともなるとたくさんのお客様で賑わいます。空港ターミナル

から南へのびる【花のプロムナードゾーン】には『信州スカイロード

10』のコース沿いにおよそ 110 本のソメイヨシノが植えられており、

例年４月中旬頃には淡いピンクの花に彩られます。スカイパークのお

花見スポットの中でも、ウォーキングやジョギングをしながらサクラ

が楽しめるおすすめスポットです。

『信州スカイロード 10』からは少し外れますが、他にも「ピクニッ

ク広場」や【ターミナルゾーン】やまびこドーム東側のソメイヨシノ

の並木、陸上競技場周辺のマレットゴルフコース沿いにあるシダレザ

クラなど、美しいサクラが見られる場所があります。『信州スカイロー

ド10』をご利用の際は是非、少し足を延ばしてご鑑賞ください。

サクラ咲く『信州スカイロード10』を歩こう ～コース周辺お花見スポット案内～

123

4 5
6

7

8

9 10

11

12 13

14

15

16

17

18 19

20
21

22

14

13

12

11
10

9

8

7

6

5

3

2

1

4

信州まつもと空港信州まつもと空港
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『信州スカイロード 10』(10km)
ハーフコース（4.5km）
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信州まつもと空

港滑走路の周囲に

広 が る 総 面 積

141.6ha の 広 大

な敷地を誇る信州

スカイパークの園

内を１周する周回

コースが 9km か

ら 10km に延長されて３年。ウォーキングやジョギングなど健康づ

くりの場として、また園路沿いのさまざまな花木や園内から望める

美しい景色を楽しみながらのサイクリングや散策のコースとしていつ

も多くの方にご利用いただいています。

そんなスカイパークの周回 10km コースをより多くの方に知って

いただき、また親しんでいただこうと、私たち TOY BOX では昨

年 11 月から今年の 1 月 31 日まで同コースの名称を募集してきま

した。先月、県や松本市の公園・スポーツ関係者と TOYBOX 役

員による選考委員会が

開かれ、厳正な選考の

結果、県内外からお寄

せいただいた 110 件の

ご応募の中から、松本

市ご出身で神奈川県在

住の赤羽 和 親様（59

歳） が考案された

『信州スカイロード 10（しんしゅうすかいろーどてん）』　

が選ばれました。

3 月 21 日（土）春分の日に陸上競技場で行われた『春の松本

ランニングフェスティバル 2015 in 信州スカイパーク』開会式の

際に、お披露目と賞品の贈呈が行われました。

早春の信州ス

カ イパ ー ク を、

自然や風景を楽

しみながら走る

ランニングイベン

ト。周 回コース

が 10km に延長

された 2012 年

を皮切りに毎年開催されており、今年で４回目となります。

回を追うごとに参加者も増え、松本の春の風物詩といっても

過言ではない一大イベントになりました。今回は長野県内外

からエントリーした約 2,000 人の方が、改修工事を終えた

ばかりの陸上競技場をスタートし『信州スカイロード 10』

を利用したハーフマラソン（21.0975km）・10km、そし

て 2km のコースを駆け抜けました。

『春の松本ランニングフェスティバル』とは

信 州 ス カイパーク周 回10 k mコースの 名 称 が 決まりました信 州 ス カイパーク周 回10 k mコースの 名 称 が 決まりました

ピクニック広場
　約 80 本のソメイヨシ

ノが芝生の広場を囲む

ように植えられている、

園内でも人気のお花見

スポット。

最寄りの駐車場：
3 号駐車場

　陸上競技場や体育館など競技施設が集まる【競技スポーツゾー

ン】のシダ レザク

ラ。無 数の 花をつ

けた長い枝が風に

揺れる様子はソメイ

ヨシノとはまた違っ

た趣があります。

最寄りの駐車場：
1 号駐車場

シダレザクラ

やまびこドーム東側のサクラ並木
　公園の外周に沿って植えられた約 20 本

のサクラは、公園内で過ごす人だけでなく

外を通りかかった人の目も楽しませてくれ

ます。

最寄りの駐車場：9 号駐車場

　『信州スカイロード 10』には全長約 350m のサクラ並木があり、満開になると淡い

ピンクの花が彩るサクラの回廊を歩くことができます。滑走路越しに残雪の北アルプスも

望めるビュースポット。　　　　　　　　　　　　　　 最寄りの駐車場：7 号駐車場

【花のプロムナードゾーン】のサクラ並木

月イチ特集

新年度が始まりました。4 月、学校や職場には新しい仲間が加わり、気持ちも新たに1年のスタートを切ったという方も多いのではな

いでしょうか。信州スカイパークも本格的なシーズンに入り、春休み中も園内は連日大勢の方で賑わいました。また公園内を 1 周する

10km の周回コースも健康づくりやリフレッシュなどにご活用いただいています。

今月は、この度新しい名称が決まったスカイパークの周回10km コースと、コース周辺のお花見スポットなどをご紹介します。

ウォーキングやジョギングにお花見に、春のスカイパークを満喫しませんか？

　  春のスカイパークを歩こう祝 「周回10kmコース」 

名称決定!

shinshu-skypark.net
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SKYPARK News
3 月 14 日（土）、サッカー J1 1st ステージ第 2 節　松本山雅 FC vs サンフレッチェ広島戦

が開催され、アルウィンの 2015 シーズンがいよいよスタートしました。

昨シーズンに念願の J1 昇格を果たし、長野県初の J1クラブチームとなった松本山雅 FC のホー

ム開幕戦とあって、この日も刺すような冷たい風が吹く中、試合開始前から大勢の観客がアルウィ

ンに詰めかけました。試合開始は夜の 19:00。厳しい寒さにもかかわらず 17,091 人もの方が来

場され、両チームのファン・サポーターの皆さんは寒さも吹き飛ばすような熱い応援合戦を繰り広

げていました。

　J1 ホーム開幕戦に 17,091 人　―アルウィンの 2015 シーズンがスタート

13：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 5 節
松本山雅 FC  vs  柏レイソル

12（日）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

14：00 KICK OFF（予定）
2015 明治安田生命 J1リーグ 1st ステージ 第 7 節
松本山雅 FC  vs  ベガルタ仙台

25（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

19：00 KICK OFF（予定）　ヤマザキナビスコカップ予選 第 4 節
松本山雅 FC  vs  サンフレッチェ広島

22（水）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

11：00 KICK OFF（予定）　北信越フットボールリーグ 1 部
アンテロープ塩尻 vs  上田ジェンシャン

19（日） 北信越社会人サッカー連盟

アルウィン

芝生グラウンド

第 25 回長野県市町村対抗駅伝競走大会

第 11 回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会
29（水・祝）

長野陸上競技協会
SBC 信越放送
信濃毎日新聞社

陸上競技場

体育館

大会・イベント名日　付 主　催

北信越 U15 リーグ29（水・祝） 長野県サッカー協会

平成 27 年度長野県国体第 1 回予選会 兼 長野県 4 月競射会19（日） 長野県アーチェリー協会

第 55 回長野県陸上競技春季大会25（土）・26（日） 長野陸上競技協会

第 34 回長野県レディースバドミントン大会　団体5（日） 長野県レディースバドミントン連盟

中信強化リーグ大会11（土） 長野県ハンドボール協会

リバティーカップソフトバレーボール春季大会12（日） リバティークラブ

平成 27 年度第 1 回松本ソフトバレーボール大会19（日） 松本ソフトバレーボール連盟

第 23 回長野県中学校春季バドミントン選手権大会25（土）・26（日） 長野県バドミントン協会

2015 長野県中学校交流テニス大会4（土）・5（日） 長野県テニス協会

長野県高校テニス大会11（土）・12（日） 長野県テニス協会

2015 長野県春季ジュニアテニス大会18（土）･19（日）･25（土）･26（日） 長野県テニス協会

庭球場

エクステリア・リフォームフェア 2015 in Nagano
■時間　10：00 ～17：00（両日とも）

4（土）・5（日）
エクステリア・リフォームフェア

2015 実行委員会

やまびこドーム

4月 イベントインフォメーション

※ 上記内容は主催者の都合により変更になることがございますのでご了承ください。

スカイパーク写真館

植物のやわらかい香り、ぽかぽかとした暖かな風

春を感じる季節になりましたね。

心のワクワク・ドキドキを探しに スカイパークへ遊びに来て下さいね。

「風光る やまびこドーム」

今年度も各施設で楽しいイベント盛だくさんです。

「春色の園内とアルウィン」

新しい何かが始まる希望に溢れる季節

「サクラ咲く ピクニック広場」

サクラが咲く頃は、幸せな気持ちになりますね。

「おもしろ自転車で出発」

さあ、新たなステージへ繰り出そう

【発行】　　長野県松本平広域公園指定管理者

TOY BOX　信州スカイパークサービスセンター

〒３９０-１２４３　長野県松本市神林５３００　松本平広域公園総合球技場 （アルウィン） 内

TEL ： ０２６３-５７-２２１１   FAX ： ０２６３-５７-０４４４

http://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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