
Jリーグや国際試合などが開催されるスカイパークの総合球技場「アルウィン」
信州スカイパークの北端エリア【みどりの交流ゾーン】にある総合球技場「アルウィン」は、今から14 年前の平成13 年（2001年）

4 月にオープンした球技専用スタジアムです。天然芝のグラウンドとおよそ 20,000 人収容の観客席を備えており、サッカーの国際試

合や J リーグ公式戦を開催することができ、今シーズン J1リーグで戦った松本山雅 FC のホームスタジアムとして利用されています。

サッカーの他、ラグビー・アメリカンフットボールの試合も行われます。

信 州 ま つ も と 空 港

やまびこドーム

陸上競技場

南管理棟

アルウィン
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《アルウィン基本データ》

正式名称

竣工

所在地

利用種目

観客席数

フィールドサイズ

照明

大型映像装置

その他

松本平広域公園総合球技場

平成 13 年（2001 年）4 月

〒390-1243　長野県松本市神林 5300

サッカー・ラグビー・アメリカンフットボール

20,396 席（座席 16,508 ／立見席 3,888）

130m×90m（うち天然芝部分 120m×80m）

1,500 ルクス

4.5m×11.3m

観覧室・審判更衣室・多目的室（ロッカー室・ウォー
ムアップ室）・放送中継室・記録室・救護室・会議室他

参加者の皆さん全員でアルクマ・

アルプちゃん・ガンズくんと一緒

に記念撮影！

アルウィンの芝生の上でのびの
びと体と心をほぐすエクササイ
ズ。なかなかできない経験です！

芝生の上で健康エクササイズ

広～いアルウィンの
観客席を利用して宝探
しゲームを行いました。

アルウィン de 宝さがし！

アルウィンで使われている芝をご家庭で
育てる育成キット “芝生のお弁当” をつく
りました。

芝を育ててみよう

観覧室・操作室・ロッカールームなど、普段はなかなか入れないアル
ウィンのバックグラウンドをスタッフのガイドつきでご案内。

4F 「観覧室」 4F 「操作室」

B1F 「ロッカー室」 １F 「特別会議室」

アルウィン探検ツアー

アルウィンの天然芝グラウンドを
維持管理するスタッフ「グリーンキー
パー」が、日々の作業の様子などを
実演付きでご紹介しました。参加さ
れた皆さんは、グリーンキーパーが
語る作業の詳細や芝生管理に対す
る “熱い” 思いに聞き入っていらっ
しゃいました。

グリーンキーパーの仕事を知ろう

オープニングの様子

本イベントのメイン企画。サッカー J リーグを始め国際試合等も行
われる本格的なスタジアムのピッチに入れる数少ない機会とあって、
お 子さん 達 は 大 はし ゃ
ぎ！ 大人の皆さんも、裸
足になって芝生の感触を
楽しんだり、芝生の上に
寝転んだり、童心に帰っ
て楽しんでいらっしゃいま
した。

芝生の上でごろごろ。

気持ち良さそうです。

芝生フィールド開放

2001年の竣工から14年。サッカーJ1リーグ 松本山雅FCのホー

ムゲームを始め、キリンチャレンジカップなどの国際試合、また全国

高校サッカー選手権の長野県代表を決める県大会の準決勝・決勝戦

などさまざまな試合が行われる総合球技場アルウィンには、試合の度

に多くの観客が訪れ、白熱の試合を生で楽しんでいます。そんなアル

ウィンについてより多くの方に知っていただき、親しんでいただこうと、

長野県と施設管理者である TOY BOX の主催で始まった『アルウィ

ン無料開放 ～芝生の上を はだしで走ろう！～』は、一昨年の 2013

年 10 月 14 日（月・祝）を皮切りに毎年開催され、今年で３回目と

なります。県や信州スカイパークのホームページ等で参加者を公募す

る限定 200 人のイベントですが、毎回たくさんのお申し込みやお問

い合わせをいただくなど反響も大きく大変好評です。今回も、メイン

企画の芝生フィールド（ピッチ）開放の他、ロッカールーム・観覧室・

操作室などをガイドと巡る「アルウィン探検ツアー」や、天然芝ピッ

チの維持管理を行う「グリーンキーパー」の仕事の様子を紹介する「グ

リーンキーパーの仕事を知ろう」、ま

たアルウィンのピッチに使用されてい

る芝の種を小さな容器に蒔き、ご家

庭に持ち帰って育てていただく「芝

を育ててみよう」などさまざまな企

画をご用意して、何度も観戦に訪れ

るサッカーファンの方から、まだ一度

も足を踏み入れたことがない方まで、

多くの方々にアルウィンの魅力をお伝

えしています。

　アルウィンが身近になる体験型イベント

ご協力いただきました関係者の皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。　　　　　

月イチ特集

10 月 12 日（月）体育の日、信州スカイパークの球技専用スタジアム「総合球技場（アルウィン）」をより身近に感じていただく

ためのイベント『アルウィン無料開放 ～芝生の上をはだしで走ろう！～』が開催されました。今年で 3 回目となったこのイベントには

事前にご応募いただいた 200 名の方が訪れ、サッカー J1リーグ等の試合が行われている天然芝のフィールドに直に触れたり、操作

室やロッカールームなど普段は入れないアルウィンのバックグラウンドの見学ツアーなどを行いました。

今月は、盛況のうちに終わった『アルウィン無料開放』の様子を写真と共にお伝えします！

『アルウィン無料開放』開催レポート
～芝生の上を はだしで走ろう！～

shinshu-skypark.net
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芝生シーズンもあとわずかとなりました。陸上競技場、補助競技場、球技場の芝生は 10 月でクローズに、総合

球技場（アルウィン）、芝生グラウンドも 11 月いっぱいで冬期養生（芝生の休憩）に入ります。今年の夏は猛暑が

続きましたが、残暑がなく気温が落ち着いたので例年より芝生へのストレスが少なかったように感じます。

残りのご利用期間においても比較的良い状態のまま皆様に利用いた

だき、引き続き最良のコンディションを維持して最期まで気を抜かない

よう管理していきたいと思います。

また、アルウィンでは冬期養生までの残りの期間を有効に利用し、

殺菌や施肥を行い地力を促し、寒冷紗を敷いて凍てつくような冷たい

風、霜や積雪からの防除に備えます。

来シーズンの芝生も元気な力強い姿でお目見えできますよう心掛けた

いと思っています。

芝生も間もなく休憩に入ります

『花守の会』 今月のスケジュール2015

11
November

7 日（土）9:00 ～ 11:00

みどりの交流ゾーンの刈込

14 号 P（みどりの交流ゾーン）

14 日（土）9:00 ～ 16:30

講習会 or 研修会

アルウィン or 14 号 P

日　　時

内　　容

集合場所

※天候等により予定を変更または中止する場合があります。
http://shinshu-skypark.net/

『

花
守の会』に参加しませんか?お問い合わせ

TEL 0263-57-2211
TOY BOX 信州スカイパーク

サービスセンター

SKYPARK News
“スポーツの秋”信州スカイパークでもさまざまな大会やスポーツイベントが開催されています。

10 月 4 日（日）、園内を周回する 10 ㎞コース「信州スカイロード 10」を走る『信州大学

マラソン 2015』が開催されました。このイベントは信州

大学が授業の一環として行っているもので、今年で３回目を

迎えました。昨年からは学生の他に一般からも参加者を募集

し、学生達と地域の方を始めさまざまな人たちとの交流を

図っています。今回は学生 100 名、一般 40 名の計 140

名がハーフマラソンまたはフルマラソンに参加し、陸上競技

場をスタートして秋晴れのスカイパークを駆け抜けました。

　秋のスカイパークを学生と駆け抜ける―『信州大学マラソン 2015』開催

庭球場

平成 27 年度第 9 回松本ソフトバレーボール大会22（日） 松本ソフトバレーボール連盟

第 29 回長野県レディースバドミントン選手権　個人戦23（月・祝） 長野県レディースバドミントン連盟

第 19 回長野県専修学校バスケットボール選手権大会28（土）・29（日） 長野県専修学校各種学校体育連盟

第 61 回長野県テニス選手権 MD1（日） 長野県テニス協会

2016 全国選抜ジュニア MUFG 長野県予選 S3（火・祝） 長野県テニス協会

2016 実業団テニス大会　長野県予選 3 部14（土） 長野県テニス協会

2016 実業団テニス大会　長野県予選 2 部15（日） 長野県テニス協会

長野県一般リーグ21（土） 長野県ハンドボール協会

中信高等学校新人体育大会 バドミントン競技2（月）～ 4（水） 中信高等学校体育連盟

第 10 回信濃毎日新聞サラダカップ小学生ドッジボール記念大会7（土） 長野県ドッジボール協会

中信フットサルリーグ　リーグ戦8（日） 中信フットサルリーグ

パパさんバレー決勝大会1（日） 松本パパさんバレーボール連盟

体育館
第 24 回長野県中長距離強化記録会28（土） 長野陸上競技協会

13：30 KICK OFF（予定）　　
第 94 回全国高校サッカー選手権大会長野県大会　決勝戦7（土） 長野県サッカー協会

第 9 回北信越中学校駅伝競走大会23（月・祝） 長野陸上競技協会

14：00 KICK OFF（予定）　第 20 回中信カップ　決勝1（日） 長野県中信サッカーリーグ

第 39 回全日本少年サッカー大会長野県大会　準決勝・決勝3（火・祝） 長野県サッカー協会

第 30 回市民タイムス少年サッカー新人戦　カガミカップ21（土） 市民タイムス

JPFF 中日本選手権29（日） 日本プライベートフットボール協会

第 26 回長野県中学校駅伝競走大会3（火・祝） 長野陸上競技協会

陸上競技場

大会・イベント名日　付 主　催

芝生グラウンド

アルウィン

11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。

2016 実業団テニス大会　長野県予選 1 部
7（土）・8（日）・
21（土）・22（日）

長野県テニス協会

北信越チャレンジリーグ 20158（日）・15（日）・22（日） 北信越社会人サッカー連盟

第 21 回全日本ユース（U-15）フットサル大会北信越大会長野県大会14（土）・15（日） 日本サッカー協会
長野県サッカー協会

やまびこドーム改修工事のお知らせ
11 月より【ターミナルゾーン】やまびこドームの改修工事が始まります。工事期間中はグラウンド及び会議室のご利

用ができませんのでご注意ください。

　工事期間　平成 27 年 11 月 1 日（日）～平成 28 年 3 月下旬（予定）　※工事期間は予告なく変更となる場合があります。

利用者の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

TOY BOX 信州スカイパークサービスセンター　TEL 0263-57-2211

【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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