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南端から北端
まで、直線距離で

約 3.6km も
あるんだよ！

◆3 月号（vol.132）のクイズ

Q. 入口広場（野と花のゾーン）の十二
支像の中で、大好物の食べ物を持っ
ている動物はどれでしょう？

こたえ： ① ネズミ（子）
ユーモラスな表情の2匹のネズミ。

その手元には大好きなチーズが。

信州スカイパークは、松本市郊外にある県営「信州まつもと空港」の

全長約 2km の滑走路をぐるりと囲む約141.6ha（東京ドーム 30 個分）

の広大な敷地を誇る、長野県下最大の都市公園です。園内にはＪリーグ

公式戦の他サッカーの国際試合も行われる総合球技場「アルウィン」を

始め、陸上競技場や体育館、庭球場などのスポーツ施設があり、これか

らのシーズンは週末ごとさまざまな大会・イベントが開催されます。陸

上競技場・体育館・庭球場、そしてやまびこドームは、大会等の利用が

ない日は個人の方も利用できます。また、園内を 1 周する全長 10km

の周回コース『信州スカイロード 10』は、ウォーキングやジョギング等

で毎日多くの方が利用しています。

広い園内の至る所に眺めの良い芝生の広場や水辺、また遊具などが点

在しており、誰でものびのび過ごすことができる、緑豊かで美しい公園

です。

信州スカイパークってどんな公園 ?

スポーツを楽しむ
①陸上／補助競技場・体育館・庭球場【競技スポーツゾーン】
  　  1 号駐車場  　  8:30 ～ 17:00（年中無休）

　※夜間及び時間外の利用についてはお問い合わせください。

信州スカイパークの前身「松

本運動公園」の頃から本格的な

スポーツの競技施設が集まる【競

技スポーツゾーン】。各施設とも、

シーズン中は週末ごとさまざまな

大会が行われています。大会・

イベント等がない日は個人の方も

練習などに利用できます。

②やまびこドーム【ターミナルゾーン】
  　  9 号駐車場  　  8:30 ～ 17:00（年中無休）

　※夜間及び時間外の利用についてはお問い合わせください。

見本市や物産展などの大

型イベントも行われる屋内施

設。普段はテニスやフットサ

ルなどのスポーツに利用され

ています。

庭球場

体育館 （メインアリーナ）

陸上競技場

やまびこドーム外観

遊ぶ
①南管理棟・サイクルセンター・おもしろ自転車広場 他
　【ファミリースポーツゾーン】
  　  4 号駐車場

 〔南管理棟・サイクルセンター〕
  　  9:00 ～ 17:00（年末年始
　　休。1・2 月は土日祝のみ営業）

※受付はレンタサイクル 16:00、
　おもしろ自転車 16:30 まで。

動物などをかたどったさまざまな変形自転車が人気の「おもしろ

自転車広場」を始め、レンタサイクルやニュースポーツなど、家族

で楽しめる施設が集まったエリアです。【ファミリースポーツゾーン】

の中心施設である南管理棟には授乳室があるので、小さなお子様連

れのお母様も安心してご利用いただけます。周辺の広場には、アス

レチックや滑り台などの遊具があり、広々とした芝生の上でのびの

び遊んだり駆け回ったりで

きます。

②こども広場
　【競技スポーツゾーン】

　 2 号駐車場
遊具のある芝生の広場からは、空

港を離発着する飛行機を間近に見る

ことができます。

③大型木製遊具 他
　【ターミナルゾーン】

　 10 号駐車場
緑の屋根に、黄色い塔や青い半球

の突起がついた不思議な形の木製遊

具は子ども達に大人気。休日は大勢

の子ども達で賑わいます。近くの展

望台は飛行機見物に最適なスポット

の一つです。

南管理棟

おもしろ自転車広場

レンタサイクルで園内を散策

こども広場の遊具 大型木製遊具

アルウィンでサッカーを観戦しよう !
総合球技場「アルウィン」は言わずと知れたサッカーＪ2 リーグ

松本山雅 FC のホームスタジアム。シーズン中は毎回大勢の方が観

戦に訪れます。Ｊリーグのみならずサッカーの国際試合等も開催さ

れるアルウィン。昨年は同スタジアム初の U-23 男子日本代表戦と

なった『KIRIN CHALLENGE CUP 2016』対 U-23 南アフリ

カ代表戦も開催されました。

身近な所で行われるハイレベ

ルな試合を見ない手はありませ

ん。未経験の方もぜひ一度スタ

ジアムに足を運んで、白熱の試

合を生でお楽しみください !

花を楽しむ
①ワイルドフラワー園 他
　【野と花のゾーン】
  　  6 号駐車場

春～初夏はポ

ピー、夏はヒマワ

リ、秋はコスモス

が北アルプスの

山々をバックに咲

き誇ります。

②サクラ並木・バラ園 他
　【花のプロムナードゾーン】
  　  7 号駐車場

園路沿いに約 20 種・およそ

3,000 株のバラが咲くバラ園があ

り、訪れる人を楽しませてくれます。

約 110 本のソメイヨシノがトンネル

を作るサクラ並木は、スカイパーク

のサクラの名所の一つです。

夏のワイルドフラワー園

花のプロムナードゾーンのサクラ並木

新年度・新学期を迎えました。転勤・就職、また入学等で松本市など中信地域に引っ越しをされ、新しい生活をスタートさせる方もい

らっしゃると思います。もともと地域にお住まいの方も、4月から新しくスポーツなどを始めたいという方は多いのではないでしょうか。そ

んな皆様の新生活に、さまざまなスポーツ・レクリエーション施設を備えた長野県下最大の都市公園、信州スカイパークがお役に立つかも

しれません。健康づくりのためウォーキングやジョギングを始めるもよし、休日にお子様を連れて遊びに来るのもよし、広大で景色の良い

スカイパークが皆様の日常にささやかな彩りを添える存在になれば幸いです。

今月はスカイパークにあるさまざまな施設や利用方法などについて改めてご案内いたします。スカイパーク初心者の方も常連さんも、

花や緑がいっぱいの広々とした公園でリフレッシュしませんか?

　　信州スカイパーク　     ガイド2017
月イチ特集

新年度・新学期

スタート!
目的別目的別

shinshu-skypark.net
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スカイパーク写真館

サクラの開花で華やいだ雰囲気に包まれる４月のスカイパークに出かけませんか ?

『展望台』（ターミナルゾーン）

背中に降り注ぐ春の日差しはポカポカと暖かです。

『こども広場』

広々 とした芝生は遊び方もいろいろ。おもしろいことを探そう。

『ファミリースポーツゾーン』

仲良くおもしろ自転車を楽しもう。

『ソメイヨシノ』

満開のソメイヨシノが公園内を桜色に染め上げます。

庭球場

長野県春季ジュニアテニス大会
15（土）・16（日）
22（土）・23（日）

長野県テニス協会

体育館
第 37 回長野県レディースバドミントン大会　団体戦2（日） 長野県レディースバドミントン連盟

ハンドボール　中信強化リーグ8（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9（日） リバティークラブ

長野県小学生強化練成会15（土） 塩尻市体育協会剣道部

第 14 回松本ソフトバレーボールフェスティバル16（日） 松本ソフトバレーボール連盟

Sfidaドッジボール大会23（日） 長野県ドッジボール協会

第 27 回長野県中学校春季バドミントン選手権大会29（土・祝）・30（日） 長野県バドミントン協会

2017 春季エムスタイルテニス大会1（土）・2（日） 長野県テニス協会

長野県選抜ジュニアテニス大会8（土） 長野県テニス協会

長野県中学校交流テニス大会9（日） 長野県テニス協会

全国高等学校春季選抜テニス大会29（土・祝）・30（日） 長野県テニス協会

陸上競技場

芝生グラウンド

第 27 回長野県市町村対抗駅伝競走大会
第 13 回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会

29（土・祝）
長野陸上競技協会

SBC 信越放送
信濃毎日新聞社

アルウィン
14：00 KICK OFF（予定）　2017 明治安田生命 J2 リーグ 第 7 節
　松本山雅 FC  vs  V・ファーレン長崎

8（土）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

18：00 KICK OFF（予定）　2017 明治安田生命 J2 リーグ 第 10 節
　松本山雅 FC  vs  カマタマーレ讃岐

29（土・祝）
日本サッカー協会

日本プロサッカーリーグ

大会・イベント名日　付 主　催
※ 下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。

長野スプリング・トライアル 20178（土）・9（日） 長野陸上競技協会

第 1 回松本市中学校陸上競技合同練習記録会15（土） 松本市中学校体育連盟

長野県 U-15 リーグ15（土） 長野県サッカー協会

女子北信越リーグ16（日） 長野県サッカー協会

平成 29 年度長野県国体第 1 回予選会 兼 4 月競射会23（日） 長野県アーチェリー協会

第 14 回中信陸上競技選手権大会30（日） 長野陸上競技協会

やまびこドーム
エクステリア・ガーデンフェスタ in まつもと
　■開催時間 10：00 ～17：00　入場無料

1（土）・2（日）
エクステリア・ガーデンフェスタ

in まつもと 実行委員会

SBCくらし応援フェア
　■開催時間 10：00 ～16：00　入場無料

8（土）・9（日） SBC 信越放送

大会・イベント名日　付 主　催

4月 イベントインフォメーション

J リーグを始め、各施設での競技会ややまびこドームでの大規模イベントの際は、園内・駐車場および会場周辺が大変混雑します。ご来園の際、
最寄りの駐車場が満車の場合は園内周辺エリアの駐車場をご利用ください。隣接施設の駐車場（指定の臨時駐車場になっている場合を除く）や路上
等への駐車は絶対におやめください。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。

【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

https://shinshu-skypark.net　　e-mail ： info@shinshu-skypark.net
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SKYPARK News
寒さも緩み賑わいが戻った春休みのスカイパークで、恒例のランニングイベントや J リーグのホーム開幕戦が行われました。

3 月 18 日（土）には、今年で 6 回目となった『春の松本ランニングフェスティバル 2017 

in 信州スカイパーク』が開催され、県内外からエントリー

した 2,000 人を超えるランナーが、春の日差しが降り注

ぐ園内を元気に駆け抜けました。

また、翌 19 日（日）は大型映像装置がリニューアルし

たアルウィンでの J リーグ開幕戦となる「2017 明治安田

生命 J2 リーグ第 4 節 松本山雅 FC vs ジェフユナイテッ

ド千葉』戦が行われ、今シーズンのホーム開幕を待ちわび

ていた 15,688 人が観戦に訪れました。

　春休みのスカイパークでスポーツを満喫―春の松本ランニングフェスティバル & J リーグ ホーム開幕戦

J リーグホーム開幕戦を前に、 ボランティアに
よる清掃が行われたアルウィン （3/18）

今年は天候にも恵まれ、 大勢のランナーが園
内を駆け抜けました （3/18）


