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II. 分野別計画 

１. ライフステージに応じたスポーツ機会の創造 

（4） 具体的取組み 

⑥ プロスポーツを活用した地域振興 

私ども愛媛サポートクラブも僭越ながら「愛媛県プロスポーツ地域振興協議会」に参加さ

せていただいております。この協議会には県内各市町もご参加いただいていることから、是

非、県の方々にイニシアチブをとって頂き、各市町の皆さんに、さらにプロスポーツをご活

用いただきたいと考えます。具体的には、スタジアム近郊の中予の市町などにおかれまして

は、以下の川崎市の例のように、県外もしくは東予・南予から転入された方々をスタジアム

にご招待することが考えられます。その地域に馴染んで親しみを持っていただくために地元

密着チームによるプロスポーツの試合の観戦は効果的と考えます。 

Welcome to KAWASAKI キャンペーン  （2010 年実績） 

【川崎フロンターレ】   

～転入者を対象としたサッカーの試合観戦招待＆川崎のアピール～ 

市外からの転入者を対象に、市民クラブ「川崎フロンターレ」の試合観戦に招待する。試合観戦

招待の案内には、川崎の魅力を伝える内容を盛り込み、川崎の持つポテンシャルや新しいイメー

ジ、スポーツへの取組みを知ってもらうとともに、街への愛着を育んでもらう。 
●９月１１日から各転入手続き窓口にて、試合観戦招待案内を配布   
  １１月末までの試合に７００名の観戦者を招待   

また、私ども、愛媛サポートクラブでは、「プロスポーツを活用した愛媛県の振興（PR）」

という点で、県内唯一の全国リーグプロスポーツクラブである愛媛ＦＣが全国で果たす役割

も非常に大きいと考えています。そのため、愛媛ＦＣが首都圏で試合を行う際には、愛媛県

ゆかりの方々に色々な方法・ルートでお声掛けし、応援にご来場いただくように活動してい

ます。その際、愛媛県東京事務所の方々が愛媛県の情報発信・物産販売を行って愛媛県をＰ

Ｒする活動もお手伝いさせていただいておりますが、いつもこの愛媛県のブースは大盛況と

なります。愛媛ＦＣのマスコット達が懸命に愛媛の POM ジュースやミカンをアピールして

いる様子の写真を２ページ目でご覧ください。おかげで県産品に対する高い評価もインター

ネットなどへ多数書き込まれています。３ページ目にその一例を挙げます。（これは私どもの

ホームページで公開しています）。またここで情報を得た相手チームのサポーターの方々が、

愛媛県で試合がある際に来県され、観光を楽しんでおられることもインターネットへの書き

込み等で多数確認されています。このように愛媛 FC を通した県外における愛媛県の PR 活

動は大変費用対効果が高いものと考えております。 

このような活動を行う理由とその期待される効果を取りまとめた文章を４ページ目に添付

いたします。この内容はホームページで公開しておりますが、他のＪリーグクラブのサポー

ターの皆さんからも、たくさんのアクセスを頂き、ご評価いただいています。愛媛県が、こ

のような J リーグクラブとのタイアップをさらに活発に全国で行うことで、他の県にも効果

が及ぶことも考えられます。そのためこのような「県外での愛媛 FC を通した愛媛県の PR

活動」に対し、今少し多く、予算を割いて頂くことを希望します。現状、首都圏在住の有志

が捻出したお金でこれらの活動が支えられておりこれには限界があります。「地域の振興」は

必ずしもその地域内で行うものだけでなく、このように県外でも行えるものと思います。 



愛媛県スポーツ振興計画（改訂案）に対する意見 

2 

愛媛ＦＣの首都圏におけるＪリーグ公式戦での愛媛の観光・物産ＰＲの様子 

（上段 2010 年 6 月 6 日対ジェフ千葉於：フクダ電子アリーナ、下段 同 11 月 23 日対東京ヴェルディ於：味の素スタジアム） 
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11 月 23 日東京ヴェルディ戦＠味スタで大々的な愛媛ＰＲ！(10.11.24) 

11 月 23 日、東京ヴェルディ戦において、ヴェルディさんのご理解・ご協力のもと、来場者にもれなく愛

媛ミカンが配布されたり、ピッチ上でミカン大使・ミカン王子から両クラブに愛媛ミカンの贈呈式があるな

ど、『愛媛産には、愛がある！』が最大限ＰＲされました。会場にいらした愛媛県の農水産・ブランド推進の

方から伺ったところ「こんな機会を頂け大変有難い。是非今後も」といったようなお話でした。我々がなぜ

アウェイで活動するのか、とりわけ首都圏で対戦できる意義を再確認できました。ご参考までに実際に愛媛

産に触れた方々の書き込みを以下に抜粋させていただきます。 

 

@FC_takachiho 先週の東京ヴェルディ vs 愛媛 FC の試合前に貰ったみかんを今さらながらいただく。美味

い。果汁出てる、果汁！ 

@halmovefc 昨日味スタの入場ゲートで一平くんにもらった愛媛県産のみかんを今更ながら食べました!!美

味しかった!!!!またみかん食べたいなあ～。愛媛県産のみかん!! 1,290,608,228,000.00 web から 

@smbrtky 火曜の愛媛戦で貰ったみかんがとてもおいしかったので、来年のホーム愛媛戦もこのくらいの時期

にお願いしたい。でも１９時半試合開始は勘弁な！ #verdy #ehimefc 

@jam3013 今日の試合が全く面白くなかったのが残念。しかし、愛媛がこんなに良いチームだとは知りませ

んでした。みかん美味しかったです。どうもありがとうございました。#verdy 

@150_0001_02 日付かわって昨日はみかんごちそうさまでした、おいしかったです！担架芸も生で見れましたし

^ ^ エールの交換等々色々とありがとうございました。関係各位様に宜しくお伝えくださいませ。 #ehimefc 

#verdy 

@5noji 入口で配っていた愛媛みかんが美味しゅうございました｡ #verdy 

@hitomi5310 @efck 味スタに行っていた他サポです。おいしい愛媛ミカンをありがとうございました！去年、今年

と愛媛に行けなかったので、来年は是非行きたいです。 

@marumixing @efck 昨日はありがとうございました。能田先生や一平くん、伊予柑太くんによろしくお伝

えください。お土産に「ゆずすてぃっく」「れもんりんぐ」など購入させていただきました。おいしすぎ！今度せとうち

旬彩館に買いに行きますね。  

@mochinekocha アンテナショップあったのか！今度行くわ～ RT @efck: なお、伊予柑太と一平くん、昨日、初

めての東京で、はしゃぎすぎたため本日は完全休養とのことで、新橋せとうち旬彩館の訪問は見送りになり

そうです。 #ehimefc #j_toku 

@EpsonDevice_JP: 昨日、当社も関った J リーグ日野市サンクスマッチ”東京ヴェルディｖｓ愛媛 FC”が

行われましたが・・・会場で配布された愛媛県産みかんがとても美味しかったです。[くおーつ] 

@furafura_hinata: そんな中私は味スタで声出し応援。相手の愛媛ＦＣとのコラボということで、愛媛のみ

かんが来場者に配られたのですが、すっごく味が濃くて美味しい！さすが愛媛のみかんですなー。これからの冬、

みかんの季節。手が黄色くなるまで食べたいなぁ… 

@somei38: 入場の際に頂いたみかんを土産に持ち帰りましたところ、かみさんが「このみかんはすごい！」と喜んで

食べておりました。美味しいみかんをありがとうございました。 #ehimefc #verdy 
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【ご参考】： 以下は、愛媛サポートクラブがこれまで首都圏で愛媛ＦＣをサポートする活動を行ってきている

理由と期待できる効果などを取りまとめた文章です。他のＪリーグクラブのサポーターの皆さん

からも、たくさんのアクセスを頂き、ご評価いただいているものです。 

なぜアウェイで頑張るの？(10.05.30) 

なぜアウェイの地で、そんなに熱心に来場勧奨を行うの？と不思議がられるご質問を時々いただきます。

実際これまでお世話になった対戦相手のチームのご担当者からもご質問を受けたことがあります。我々が首

都圏や近畿圏などで活動する背景には以下のような理由があります。 

１．我が国における三大都市圏への過度の人口集中 ⇒ 多数の地方ゆかりの人が存在 

  （一説には愛媛ゆかりの人々が関東圏に 18～19 万人在住・在勤） 

 - これは各都市の機能分化が進んでいる欧州などにはあまり見られない状況 

 - その中には望郷心、故郷に対して何かしたいという想いを持つ人も多数 

  地域密着Ｊクラブはこれらの想いを揺り動かし、目覚めさせる可能性を持つもの 

  これら都市圏に住む地方ゆかりの人達がＪクラブを核につながり・ネットワークを構築できる 

  Ｅﾒｰﾙ、ﾌﾞﾛｸﾞ、ﾂｲｯﾀｰを活用することで、こういった人的ネットワークを比較的容易に構築できる 

 - 都市圏では電鉄での移動が楽で、広域から来場が可能。（愛媛県内での移動よりも楽） 

 - サッカー日本代表や居住地のＪﾘｰｸﾞﾁｰﾑなどに触れていていることも多く、観るｻｯｶｰに馴染みがある 

２．上記のように各地方クラブにとっては第２ホームタウンともいえる市場がある 

 - チケット売上はホームクラブの収入になるが、グッズ売上げはアウェイクラブにも寄与 

 - 多くの来場者が何もチームカラーのものを持たないため大半がシャツ、マフラーなどを購入 

 - 来場者がホームゲームを見たくなりスカパーを契約する可能性。「ホームはスカパーで！」 

  （スカパーさんはホーム側に加えアウェイ側でもキャンペーンはるべきと思います） 

 - 地元出身者が創業し首都圏や近畿圏で成功している企業がスポンサーになるきっかけとなる可能性 

３．クラブを支援している自治体にとって、地方の物産・観光をアピールする大きなチャンス 

 - これが大都市にしかチームがないプロ野球との一番大きな違い 

  Ｊクラブの存在により全国区になった地方も多数（Ｊリーグファンはどっちの草津か間違えない） 

  結果だけとは言えＪ２愛媛の名は毎週新聞紙上に掲載される。天皇杯で勝ち進めば 

  一気に全国区。(2007 天皇杯では NHK 総合７pm のニュースで「みかん」マスコットが大写し) 

  例えば、千葉のフクアリの１万人を超える来場者には愛媛＝オレンジ＝みかんが刷り込まれる。 

  （首都圏でＣＭ流したらいくらかかることか！）・・・各自治体はもっとＪクラブを利用すべき！ 

 - 首都圏のスタジアムでアウェー側自治体（たとえば愛媛ＦＣ＠フクアリ）に物産展や観光情報 

  発信をやってもらえると、Ｊリーグのブランド力、マーケットの広さ、特にＪ１クラスのスタジアム 

  における熱気、ひいては良いスタジアムの必要性などを自治体関係者に感じ取ってもらえ、 

  自治体によるクラブへのサポートが強化される可能性！ 

４．三大都市圏のクラブに地方クラブとやるメリットを．．． 

  首都圏のクラブにとっては、地方クラブとの対戦は来場が少ないし…と思われないために 

  少しでもアウェイ側来場者数を集めるとともに、ホーム来場者にもプラスアルファの楽しみを！ 

うまく表現しきれていないとこともありますが、Ｊクラブは地方をいろんな面で元気にする力を秘めてい

ると考えています。 
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２. トップアスリートの育成 

（４） 具体的取組み 

⑩ 国際大会・全国大会などの誘致・開催 

サッカーは競技人口が約 700 万人とも言われ国内最大規模です。この他に類似の競技であ

るフットサルも 200 万人をゆうに超える競技人口があると言われます。ワールドカップの予

選参加国（地域）が208と国連参加国より多いくらい世界的なスポーツであり、全世界で日々、

様々なレベルの大会が開催され、単なるスポーツにとどまらない交流を生みだしています。 

愛媛県でも昨年、自治体チームによる全国大会が開催され、大変賑わい全国から訪れた選

手およびご家族などが多大な経済効果をもたらしたと伺っています。このような大会が開催

できるためには十分なグラウンド設備が必要ですが、残念ながら愛媛県ではまだ小規模な施

設が分散しており、複数の会場を相応の時間をかけて移動しながら開催することが多いよう

であり、全国規模の大会を行うにはグラウンドの面数が不足していると聞きます。サッカー

くじ toto の助成金などを効果的に活用するなどして、さらに施設を充実することで全国規模

の大会を誘致しやすくなると考えますがいかがでしょうか。 

また、2019 年にはラグビーのワールドカップが日本で開かれることが決定しています。十

分な施設があれば、その際のキャンプ地に名乗りをあげることも可能となると思われます。

2002 年サッカーワールドカップの際にカメルーンのキャンプ地となった九州の中津江村がい

まだにニュースなどで取り上げられるように、その知名度アップ効果は計りしれないものが

あります。本大会の会場を誘致することは施設面で非常にハードルが高いと考えますが、世

界トップレベルのプレーヤーを長時間、間近にみることができるキャンプ地になることは子

どもたちにとってかけがえのない経験をもたらすことでしょう。そのためにも最高レベルの

天然芝のグラウンドが必要となります。せっかくの見学のチャンスですから、仮設でもかま

わないので、スタンドも必要となります。 

なお、これらの施設はもちろん大会だけのために用意するものではありません。地元の様々

な年代の方々に実際に利用していただけるものです。特に、上述のキャンプ地用以外は近年

とみに改良が進んでいる人工芝を敷設することで、維持費が格段に下がり、かつ、利用によ

るダメージが非常に小さいため、ほとんど毎日稼働することが可能になります。一方、天然

芝のグラウンドは維持上、問題のない利用頻度で、真のトップレベルの競技会または愛媛Ｆ

Ｃが時々練習に使うことが考えられます。経営規模的な問題から専用の天然芝をもたない愛

媛ＦＣは、必要に応じて県内様々な個所の天然芝のグラウンドを借用せざるをえず、一つで

も優れた天然芝グラウンドが多いことはその練習の質の向上に大変有利なこととなります。

聞くところによると、練習環境が他のＪリーグクラブと比べて劣っていることで、せっかく

スカウトしようとしたジュニアの選手が他のクラブを選択してしまうケースも決して少なく

ないようです。 

このように「国際大会・全国大会等の誘致・開催」のためにはさらなる施設整備が必要と

考え、その検討計画の有無をお尋ねする次第です。 
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３. スポーツ施設の整備・活用 

（４） 具体的取組み 

① えひめ国体で使用する競技施設の整備 

私ども愛媛サポートクラブでは 2010 年 3 月に実施されましたパブリックコメント「公の

施設(指定管理者施設)のあり方の見直し(案)に対する意見」におきまして、下記のような内容

を提言させていただきました。（念のためその際の提出資料も添付いたします）。 

(ア) 国体開会式会場には 2010 年開催の千葉の例もあり、坊っちゃんスタジアムを使用す

るという選択肢があるのではないでしょうか。 

(イ) 陸上競技場の改修についても千葉の例を見習い、改修は競技に必要な最小限にとどめ

るべきではないでしょうか。 

(ウ) J リーグのために陸上競技場の改修を行っても、根本的な立地・アクセスの問題が解

消されないことから、費用対効果は非常に低いと予想されます。Ｊリーグのための改

修計画としても今の計画は見直されるべきではないでしょか。 

残念ながら「第 72 回国民体育大会愛媛県準備委員会」で定めた「競技施設整備について

の考え方」に基づいて整備を進めるとのご回答があり見直して頂くに至っておりません。 

一方この間、愛媛 FC のサポーター団体である「愛媛 FC 市民後援会」では松山市議会

議員選挙、参議院議員選挙、愛媛県知事選挙、松山市長選挙において、それぞれの立候補

者の方々に対し、この問題などについてのご意見を伺うアンケートを実施しました。その

結果、以下のように「国体へ向けての施設整備について」という問いに対し、「再考すべき」

とご回答された人数が「既定路線通りで問題ない」とされた人数を大きく上回りました。 

問い「国体へ向けての施設整備について」 再考すべき 既定路線通りで問題ない その他

松山市議会議員選挙 (回答 25人中当選 24人) 14 人 3 人 7 人 

参議院議員選挙 (回答 3 人中当選 2 人) 3 人 0 人 0 人 

県知事・松山市長選挙 (回答 6 人中当選 2 人) ２人 2 人 2 人 

この結果は 2010 年 5 月 25 日の愛媛新聞でも取り上げられました。 
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また愛媛サポートクラブでは、昨年開催された千葉国体の開会式および陸上競技の会場

に足を運びその様子を観察し写真に撮影してまいりました。以下の添付資料をご覧下さい。 

【2010 千葉国体 開会式観察 所感】 

【2010 千葉国体 最小限改修の陸上競技場 観察所感】 

本件は、2010 年 9 月 26 日付の愛媛新聞でも取り上げられています。 

 

ここにありますように、史上初の野球場における国体開会式開催でしたが、なんら問題

なく、逆に陸上競技場よりも効果的に開催できた印象を強く持ちました。またちょうど台

風の接近と重なったこともあり、待機場所、アクセスなどにおける優れた点が目立ち、愛

媛県総合運動公園陸上競技場で開催されることを考えると様々な問題が容易に想像できま

した。正直に申し上げますと、愛媛県総合運動公園陸上競技場での国体開会式開催には多

大な困難を伴うと実感した次第です。野球場での開催を肯定する新聞報道も見られました。 

また最小限の費用で改修された陸上競技場も十分に機能し、８レーンしかなかったこと

や、メインスタンド以外大半が芝生席だったことを問題視する報道もみられませんでした。

財政難の中、無駄遣いを避けた千葉県の英断を評価する声が大きかったように思います。 

一方、愛媛県総合運動公園陸

上競技場改修のもう一つの大き

な目的である「J１リーグでも使

用できるスタジアムにすること」

については、J リーグより改修計

画に対し「大幅な見直し要請」が

あったことが右記のように報道

されています。 

（2010 年 4 月 13 日付愛媛新聞） 
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J リーグが発行しているスタジアム基準には 

［IV.アクセス関係 1.駐車場 (1) 一般用：公共交通機関が充実していない場所では、

収容人数に見合う台数の駐車場を確保すること］ 

という厳然たる項目があります。これらアクセス条件について、他の J リーグスタジアムと

比較するために 

【主要スタジアムのアクセス比較】 

という一覧を取りまとめ添付していますが、現在のスタジアムでは電鉄駅から非常に遠い、

自転車での来場が難しい、駐車場が動物園と兼用で J2 の試合でも四国ダービーや松山マッチ

デーなど多くの来場者があった場合は収まりきらないなど、この基準を満たしそうにありま

せん。この立地において根本的に解決するには電鉄の新線または新しい道路を通すなど、現

実的でない方策しか思い浮かびません。 

 このように、国体開会式用にも、また、J リーグ用にも不向きである以上、計画は大幅に

見直され、まさに千葉のように「陸上競技場として維持していくのに必要な改修」に留めら

れるべきと考えます。 

なお、J リーグの実際の観戦者の採点による 

【「アクセスランク」と「来場者数」及び「周辺人口」と「来場者数」の相関を示すグラフ】

も参考資料として添付します。全 J リーグクラブのうち、「アクセスも悪く周辺人口も少ない」

という二重苦を抱えているのは北九州、草津、栃木、水戸、富山、愛媛、徳島になりますが、

このうち、北九州、栃木、草津などではスタジアム新設への動きがあります。（愛媛は「アク

セスランク」では最下位になっています。） 

また「競技施設整備の考え方」のなかに「② 競技施設の新設等を行う場合は、真に必要な

施設に限定するとともに、大会後の有効活用を十分に活用し、地域住民が広く活用できるよ

う配慮する。」という項目がありますが、この「活用できる」というところには「レベルが高

い、かつ地域密着であるプロスポーツを観戦する」という意味合いも含まれてしかるべきと

考えます。本振興計画（改訂版）［案］にも含まれている通り、「する」スポーツはもちろん

重要ですが、「みる」、「支える」ことでスポーツに参加することも大変重要で、「みる」、「支

える」ことにより「する」スポーツに興味を持つという効果もあると考えます。 

県内において「みる」、「支える」スポーツの代表は、唯一の全国規模プロスポーツリーグ

に所属する J リーグ愛媛ＦＣであり、県内において年間 20 回近く、隔週で数千人単位の利用

者があるイベントは他にないと思います。そのため、大会後に有効に活用できる施設という

点でも、利用者（観戦者）に優しいアクセス環境にある立地に愛媛ＦＣのホームスタジアム

が、新設されることをご検討頂きたいと考えます。 

ちなみに、報道によりますと、引き続き売り上げが好調なサッカーくじ「toto」の収益を

財源とするスポーツ振興の助成対象に、２０１１年度の募集からＪリーグのスタジアムの建

設・改修費用が加わること模様です。前述のように、愛媛県総合運動公園陸上競技場への改

修を最低限必要な範囲に抑制していただくことで節約できる費用に、この助成金を上乗せす

れば、80 億円程度とされる J１仕様の専用球技場建設費用のうち、相当部分をまかなえるの

ではないでしょうか。 
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② 身近なスポーツ・リクリエーション施設の整備・活用 

Ｊリーグのスタジアムは学校や企業などアマチュアスポーツの競技者が利用できないので

はないか、という懸念がおありかと思います。まず、競技の種類としては、サッカーだけで

はなく、専用球技場とすることでラグビーなどでも利用可能となります。また天然芝でも十

分に養生・管理を行えば、年間 70 日は使用可能と言われており、Ｊリーグの試合以外にも、

県内の重要な公式戦などを質の高いスタジアムで開催することができます。さらに、まだ国

内では導入実績がなく、導入コストも人口芝の倍程度とされるものではありますが、FIFA が

既に公認し、ワールドカップ南ア大会でも２会場使用されていた人口芝と天然芝が融合した

ハイブリッド芝を導入すれば、年間 200 日以上使用可能とされ、さらにたくさんの競技者に、

一流の環境でプレーするモチベーションをご提供できると考えます。 

「する」スポーツという側面からは、国体開催後の活用として、愛媛 FC 自体、もしくは

その下部組織が練習などに適宜利用可能な良好な天然芝グラウンドの増設も望まれます。現

在、県内には天然芝グラウンドが非常に少ないため使用頻度に制約があり、愛媛ＦＣのトッ

プチームの選手においても長時間、人口芝グラウンドでの練習を余儀なくされています。ま

た前述しましたように、これら既存のグラウンドは県内に点在し、多数の試合を一斉開催で

きないことなどから、全国規模大会の招致が難しくなっていると思われます。J リーグだけ

でなく高校サッカーなども含め競技レベルが高い県には非常にたくさんの天然芝グラウンド

（人口芝もありますが）が存在しています。 

国体開催を機に、関係各市町と連携頂き、サッカーやラグビーなどに利用可能な天然芝グ

ラウンドを一つでも多く、まとめて利用可能な立地に設置・運用することをご検討頂きたい

と考えます。数多くの J リーグクラブにおいて、自治体が、ほぼクラブ専用の天然芝グラウ

ンドを用意・提供しています。 

 

４. えひめ国体の開催準備 

（４） 具体的取組み 

④ 人材の養成 

愛媛ＦＣではＪリーグ昇格以前からすでに 10 年近くにわたり年間を通してリーグ戦を運

営してきており、その中で、ボランティアスタッフはなくてはならない役割を果たしています。

もちろん全てが理想的に運営されているわけではなく、問題点を修正しながら毎試合をこなし

ている状況が続いているようですが、いずれにしましても、ボランティアスタッフ側、またそ

れをお願いする主催者側についても愛媛ＦＣ関係者には経験があります。是非、えひめ国体の

ボランティアの養成についても愛媛ＦＣの経験をフィードバックされることをお勧めするも

のです。 

以上 

愛媛サポートクラブ 

（愛媛県プロスポーツ地域振興協議会会員） 

代表 和泉逸平 



２０１０千葉国体 開会式観察 所感  千葉マリンスタジアム 

 
2010 年 9 月 25 日（土）    

開会式会場前 
 

会場入口 

 

 

アクセス 

 入場券に同封されてきた案内に従ってＪＲ総武線の幕張駅

からバスに乗ろうと思ったのですが、駅周辺にバス乗り場

は見当たらず、期せずしてタクシーになりました。タクシーの

運転手さんも「バスは出ていないはずだよ」とのことでした。

スタジアムのＨＰにも同様な記載があるので不思議です。

一般的には最寄りのＪＲ京葉線の海浜幕張駅から徒歩か

シャトルバスなのでしょう。（後ほど、幕張駅からのバスは少

し歩いたところから発着していることがわかりました。） 

一次ゲート 

 写真右手が史上初、国体開会式が野球場で開催された千

葉マリンスタジアムです。一次ゲートは仮設スチールフレー

ムにボードを貼っただけの簡易なもので、ここでまず入場パ

スの簡易チェックがありました。経費節減のためか、警備員

は少なく、大半がボランティアスタッフでした。開場時間から

間もない時刻のため、まだ人出はまばらです。 

 
待避場所的な大型テント（背後のテントが各ブース） 

千葉県内各市町村の紹介・物産販売ブース 

 

会場前広場と各種展示 

 スタジアム前の広大な駐車場スペースの大半を使い、 

 協賛企業のＰＲブース、 

 県内各地方の市町村の紹介・物産販売ブース、 

 スポーツ用品メーカーのＰＲ・販売ブース、 

 スポーツ関連団体のＰＲ用ブース 

のテントが百ちかく、余裕を持って並べられていました。（市

町村・物産販売紹介は黄色テント、大口スポンサーは赤色

テントなどカテゴリーによりテントがおおよそ色分けされてい

ました）。全国に情報発信できる機会ですので特に地域の

物産や観光情報発信にとっては大切な場所と思われまし

た。 

 その一角には自由に使えるテーブルや椅子を配置した待

避所のような大型テントが設けられ、ちょうど風雨の強い時

間帯だったこともあり、待ち合わせの人達等が大勢利用し

ていました。（後日、この大型テントは陸上競技の補助競技

場にも設置されていました。） 

 きれいに舗装されたスペースのため、雨でも問題なく利用さ

れていました。 

 

 愛媛県総合運動公園でこれだけ広い舗装された場所は少

し離れた駐車場しかないと思われ、せっかくのアピールの

機会が有効に提供されないのでは、という懸念を抱きまし

た。 
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2010 年 9 月 25 日（土）    

第一次ゲート → 入場口 
 

仮設の各窓口 
各関係窓口 

 第一次ゲート内に各種関係者受付、招待者受付、再発行

窓口などが仮設のテントで多数設置されていました。掲示

も非常に大きく、分かりやすそうで、スタッフも多く駐在し、

混雑はみられませんでした。一方、スタジアム側に設けられ

た報道受付は、ある程度行列になっていました。 

 写真手前は、2012 年に国体を開催する岐阜県の岐阜市の

ご関係者です。愛媛県のご関係者は愛媛ＦＣが四国ダー

ビーで製作・販売したオレンジ色の「Pride of Ehime」シャツ

を着用して参加予定と伺っていましたが、あいにくお見かけ

することができませんでした。 

手荷物検査場 入場口 

 入場口はＡからＦまでの６か所あり、それぞれに写真のよう

な大掛かりな手荷物検査場が設置されていました。（入場

口毎に６セットずつ）。列に並ぶと、金属類などを入れるビ

ニール袋を渡されました。 

 相当な雨でしたが、この付近も全てタイル張りで水はけもよ

く、待機列ができても問題ありませんでした。（ピーク時には

ディズニーランドのようにポールで仕切られた通路に待機

列が長く続いていました。） 

 

 

手荷物検査 

 各テントの中央にはゲート状の金属探知機らしきものがあ

り身一つで通過する仕組みでした。バッグなど手荷物と上

記ビニール袋にいれた金属類については探知機脇のボラ

ンティアの方による視認・触診を受けました。一般のイベン

ト会場よりもかなり人手をさき、丁寧に検査をしている印象

を受けました。両陛下がご来場されるイベントならではとい

うところでした 

 手荷物検査場のテントは奥深く、また続いてスタジアム自

体の屋根がありましたので、入場時はかなりの風雨でした

が問題ありませんでした。入ったところで、ビニール袋には

いったウェルカムキットを渡されましたが、「傘はスタンド内

ではさせないので」ということでレインコートが入っていたの

には驚きました。全数用意されたのでしょうか。 

 一時退場口はこのテントの左脇にあり、係員の方に告げる

と特にスタンプなどなく退場できました。再入場の際はもう

一度検査を受け、パスの提示を行えば問題ありませんでし

た。 

 

 このような大掛かりな検査場や入場口、さらには待機列が

ニンスタ周辺に設置できるとは思えませんでした。 
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2010 年 9 月 25 日（土）    

会場内 
 

スタンドのうち屋根のある部分 

 
コンコース内飲食売店 

 

スタンド内 

 開場早々に入場したところ、オープニングイベントでマス

ゲームなどの演技を行うお子さん達が大勢、スタンドやコン

コースでスタンバイしていました。スタンドは一部屋根があ

る上、背後には広いコンコースがあるため、十分に風雨をし

のげていました。 

 改修したとしてもニンスタの屋根のあるエリアは限定的にな

ると思われますので、懸念される点です。 

コンコース・飲食売店 

 コンコース内には、常設の飲食店舗が多数あり、メニューも

仕入れている量も豊富そうでした。開会式および一連のイ

ベントは午前中から午後３時半過ぎまで続きますので、３万

人近くに対応するには相当な用意が必要と思われました。 

 コンコースも十分な広さがあり、上記の待機のお子さん達を

十分に収容できていました。 

 ニンスタでは飲食売店も待避場所も仮設とならざるを得な

いと思われ、建造物周辺のスペースも限られていることから

物理的に無理があるように思えました。 

（日程） 

 当日の日程は以下の通りでした。（公式サイトより抜粋） 

○開場 ９：３０ 

○オープニングプログラム １０：４０～１２：５０ 

公募によって選ばれた子供達の演武やダンス、また県内で活動してい

る団体の「パフォーマンス」や県内各地で行われたイメージソングダン

スコンテスト上位入賞者とドリームズ・カム・トゥルーのバックダンサー

とのコラボレーションなど、ご覧になる方も楽しめるプログラムを展開し

ます。 

○式典前演技 １３：０５～１３：３５ 

『響きあう心に 夢の風』をテーマに、千葉県を代表する伝統芸能とし

て御輿やお囃子で演技の幕が開き、その後、全国トップレベルの柏市

立柏高校・習志野市立習志野高校・千葉明徳高校によるマーチング、

チアリーディング、バトントワーリングの競演があり、最後に幕張ベイタ

ウン周辺の小・中学生をはじめとした子供達による創作ダンスを華や

かに繰り広げるなど、約 2,000 名の出演者が全国から集う方々を歓迎

するとともに、様々な千葉県の魅力を表現します。 

○式典 １３：５１～１４：５５  

千葉県ゆかりの曲に合わせて、全国から集まる役員・選手団が入場し

ます。また、大会のシンボルとなる炬火が、県出身のアスリートにより

炬火台に点火され、式典を盛り上げます。 

○式典後プログラム １５：１３～１５：３５ 

千葉県を代表する銚子大漁節、はね込み太鼓といった伝統芸能を披

露するほか、千葉の名産品やチーバくんグッズなどが当たる抽選会を

行います。 

 この他に、以下のような制約がありました。 

○入場締切 12：15 (入場プログラム、ＨＰ等に記載通り) 

○退場不可 14：30～15：15（告知・アナウンス無し？） 

会場で隣にいらした警備関係の方のお話によると退場制限は両陛下

のご退出のためとのことでした。 
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会場外 
 

車両入路 

 

シャトルバス 

 

マスコットと協賛企業のテント 

 

車でのアクセス 

 関係者車輛以外のアクセスは制限されていることもあり、会

場周辺の交通はとてもスムーズでした。前述の通り、期せ

ずしてＪＲ総武線幕張駅からタクシーで向かうことになりまし

たが、タクシーは全く渋滞にかからず、かなり奥まで入らせ

てもらえました。私のような不届き者ではなく、お体の具合

などでタクシーを利用しなければいけない方々にはとても優

しい状況だと思いました。 

 なお、千葉県では、本国体に対し、下記のような「開・閉会

式交通輸送総合調査業務」を800 万円かけて外部委託し計

画を策定したようです。 

http://www.kokutai-2010chiba.jp/kokutai/themes/kkutai/data/download/03.pdf 

 

 

 

シャトルバス 

 シャトルバスも２両連結の最大級のものでしたが、ＪＲの駅

から歩いても問題なく来場できるためか、バスが往復する

頻度は低く、交通への支障はないようでした。ほぼ 100%、バ

スで３万人近くを運ばなければならないニンスタとは全く比

較にならない環境です。愛媛県でも中央公園であれば、輸

送能力が遥かに高いＪＲの列車や伊予鉄の電車を利用で

きるのですが。 

 

 

 

 

 

 

付帯施設 

 もうひとつ、スムーズな開会式の運営に大きく貢献している

と思われたのが幕張メッセの施設です。各都道府県の選手

団や関係者などは多数、この施設を拠点に会場と行き来

（徒歩数分）していたようで、そのためのバスも非常に少な

かったと思われます。愛媛県総合運動公園にこのような施

設はいまのところ体育館一つしかなく、仮設するとしても相

当な費用になると思われます。中央運動公園であれば、武

道館、屋内運動場、競輪場（場合によっては屋内プールも）

などさまざまな建物が関係者の拠点として利用できると思

われます。 
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その他 
仮設トイレ 

 

協賛企業一覧ボード 

マスコットと協賛企業のテント 

 

仮設トイレ 

 新しいように思えますが、千葉マリンスタジアムは開設から

すでに約２０年を経ており、バリアフリー対応など現在の標

準には適合していないところもあるようで、このトイレのよう

に仮設で対応しているところがいくつかありました。国体開

会式のためだけにかけるコストを抑えようとしたことがこの

あたりにも伺えます。本当はこういった、後日、いずれ必要

となる設備は、国体整備予算で手当てされるべきと思われ

ますが。 

 

 

 

 

 

協賛企業 

 数百社におよぶ募金・協賛された企業・団体の一覧リスト。

愛媛国体の場合、どれくらい集まるものでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスコット 

 マスコット、チーバくんが愛嬌をふりまいていたのは最も格

が高い（協賛金が多い）と思われる協賛企業のブース前で

した。なかでもイオンは最大のスペース、人員を配置し、ス

テーショナリーキット（下敷き状ですがパーツを切り抜くと定

規などになります）を無料配布したり、クレジットカードの募

集を受け付けたりしていました。愛媛国体ではフジの頑張り

に期待したいところです。 

 マスコットは特に新たに創りださずに愛媛ＦＣのオ～レくん、

たま媛ちゃん、伊予柑太、マンダリンパイレーツのマッピー

が前面に出て頑張ればいいのではないでしょうか。彼ら以

上に愛媛を体現できるキャラクターを簡単には生み出せそ

うにない上、一流のデザイナーにお支払いするデザイン料

他、いろいろな費用も節約できると思います。公募などある

ようでしたら、サポーターグループに呼びかけようと思いま

す。 
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オープニングプログラム 
 

オープニングプログラム（１） 
式典前のイベント 

 まだ雲行きが怪しいうちにオープニングイベントが開始さ

れました。当初から炬火台が設置されておりこれを取り囲

むように演技が行われました。 炬火台がこのように仮設

になることには様式・格式などの点から、反対意見もある

かと思いますが、炬火台を使うような大会は数十年に一度

しかないと思われますので、そのために専用の設備を設

けることについては議論があってもいいと思います。 

 この段階では来場者はまだ 1～２割程度です。 

 薄暗いため照明も一部点灯されていました。照明器具が

旧来の照明塔ではなく、屋根の庇にそって分散設置され

ているサークルラインのため、自然な明るさで点灯してい

ることに気付かないくらいでした。 

 
オープニングプログラム（２） 

 

常設広告看板の効用 

 写真下部、ダッグアウト上のロッテの大きなロゴや外野の

壁面など、スタジアム内には大型の常設看板、広告が多

数掲示されており、これらの掲出企業には今回、ＮＨＫ等

の放送を通じて全国への露出が提供されたことになると思

います。 

 早期に坊っちゃんスタジアムでの開会式開催を決定でき

れば、契約メリットの一つとして契約獲得・更新の際にこの

点を示すことができるのではないでしょうか。 

 

大型カラービジョンでフィールド内インタビューを表示 
大型カラービジョン 

 オープニングイベントの演技者に対しゲスト（テリー伊藤さ

んなど）がインタビューを行い、その様子を大型ビジョンで

表示していました。こういった演出を含め、フルカラービ

ジョンは必須と思われます。 

 千葉マリンスタジアムはマルチビジョンを備え、右側のビ

ジョンでは手話による情報が伝えられています。 

 坊っちゃんスタジアムには現在カラービジョンはありません

が、2012 年開催予定のプロ野球オールスターゲームにも

活用できると思いますので（といいますか、いまどき必須と

も言えるでしょう）、国体も視野に入れて早期に設置計画

が策定されることを望みます。 

 



２０１０千葉国体 開会式観察 所感  千葉マリンスタジアム 

 
2010 年 9 月 25 日（土）    

式典前演技 

式典前演技（１） 
オープニングイベント⇒式典前演技 

 お昼頃には台風一過で風は少し残ったものの、すっかり

晴れ上がりました。このころにはお客さんも７割程度埋ま

りました。はからずして今回、風雨の強い状況と晴天の

状況両方を観察できました。２０１７年９月の愛媛県にお

ける開催では台風の影響を十分に想定して計画が立て

られるべきと思いますので、今回の設営・運営状況は愛

媛県にとっても参考になったのではないでしょうか。 

 こうして実際の式典の前にイベントを行うことで、アクセス

の面では来場タイミングが分散されるというメリットはある

と思いますが、一方で、長時間会場内に滞留される方が

たくさんいらっしゃることから、トイレ、飲食、救護など

様々な施設面が不足することが懸念されます。 

式典前演技（２） 
報道用やぐら 

 写真左下は仮設の報道用やぐらです。コンコースからの

入場通路上部にスチールフレームで仮設されています。

ロイヤルボックスなど野球中継では使用しないアングル

からの撮影が必要のようでした。スペースに比べ報道陣

の人数が多くかなり窮屈そうでした。場外に中継車が多

数停車していましたが、通常の中継車用停車スペースで

は足りないようでした。 

 この施設の設営は坊っちゃんスタジアムで開催する際に

もおそらく必要となるものと思われました。 

炬火台 

 炬火台は開場前からマウンド付近に置かれていました。

おそらくハリボテ的につくられたものですが、外観、機能

ともに十分なもので、会場内の中心にあることで、来場者

全員の注目を集めやすいと思われました。 

 

式典前演技参加者退場 
退場ルート 

 式典前演技参加者はレフト側通路から問題なく退出して

いきました。坊っちゃんスタジアムにも同様な通路があ

り、おそらく同様な退場通路として利用できると思われま

す。 
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開会式 
 

入場行進（１） 
選手団入場行進開始 

 選手団はレフトポール下通路から入場し、 

⇒ 三塁側ダッグアウト前 

 ⇒ ホームベース上 

  ⇒ 一塁側ダッグアウト前 

   ⇒ 外野フィールド ⇒ 整列 

という順路にあらかじめ引かれた白線に沿って行進しました。

陸上トラックのコーナーよりきついカーブを曲がる必要があり

ましたが、天皇陛下のお言葉にもあった通り、とてもきれいな

入場行進でした。観客席との距離という点でも陸上競技場と

そん色ないか、かえって近いところもありました。 

 入場行進時に、１塁側の応援席から地元の小学生だと思い

ますが、３ブロック（多分）に分かれて各県に横断幕を出したり

して応援していました。野球場ならではの趣向でした。 

 
入場行進（２） 

 

選手団入場行進 

 入場した選手団はバックネットに向かって二塁ベース付近

を先頭に外野側にレフト側からライト側に整列していきまし

た。 

 千葉マリンスタジアムと坊っちゃんスタジアムの一番大き

な違いは人工芝か天然芝か、また内野に芝生があるかな

いかです。（坊っちゃんスタジアムの内野は土のグラウン

ド）。この写真にも見られる通り、ベースの上にはマットが

引かれており、一塁や三塁ベース付近は大勢の選手団が

あるいていますので土の上はマットを敷けば問題ないもの

と思われます。 

 天然芝のエリアはニンスタで a-nation を開催するときのよ

うにパレットを敷くことになると思います。ニンスタでも直後

にＪリーグの試合開催があったこともあり問題ないと思わ

れます。そもそも坊っちゃんスタジアムの芝生は使用頻度

が高すぎるためか、かなり傷んでいるようですので、養生

が必要のようですが。（アマチュア野球関係各団体の強い

要望により、天然芝を維持する必要があると伺いました。）

 
入場行進（３） 

全都道府県整列 

 愛媛県がかつて坊っちゃんスタジアムでの開会式を検討し

た際、野球場が国体開会式には不適とされた最大の理由

は「全都道府県選手団が横一列に並べないこと」および

「待機場所がないこと」でしたが、今回の様子をみる限り、

いずれも全く問題ないのではと思われました。各都道府県

がコスト削減のため競技ごとの参加日程をシビアに管理

し、開会式参加人数を絞ったからか、今回の各都道府県

選手団は合計で約 5,600 人と報道されており愛媛県が検

討の際に用いた 8,000 人の７割に留まり、余裕で一列に整

列できています。愛媛県による検討時点と前提条件が大

きく変わっているわけですから、（決して検討が不十分・不

適だったわけではなく）、新たな条件で再度検討していただ

ければと思った次第です。 
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開会式 

式典開始 
式典 

 全選手団がそろったあと、全体が二塁ベース付近から

炬火台が置かれているマウンド付近まで一斉に前進し、

式次第に移りました。 

 式典の進行については昨年テレビで観た新潟国体(陸

上競技場)とさほど大差ないように思えました。野球場で

の開催により特別な対応となった手順はなかったように

思います。 

選手団退場 
炬火点火⇒選手団退場 

 炬火が点火され選手団の退場となりました。炬火台が

マウンド付近にあることから選手団・観客ともに視線を

集めやすかったと思います。 

 選手団退場と同時に会場からの退出が可能となりまし

たが警備の関係で 14:30～15:10 までは退出できません

でした。ｌこの退出禁止時間帯については、ほとんど告知

やアナウンスがなく、大きなクレームの原因となっていま

した。また本来は 15:15 から退出開始となっていたようで

すが、退出者が殺到したからか 5 分繰り上げて 15:10 か

ら退出開始としたようです。（15:10 頃にはすでにスタンド

には半分程度のお客さんしか残っておらず退場口が混

雑したための繰上げと思われます）。それまでの間は原

則、退場を認めないとのことで、来場口においてトラブル

になっていたケースもみられました。退場禁止について

は予め周知しておかないと、仕事やどうしても外せない

行事（実際の例では「結婚式の司会に遅れる」といった

ケースをみました）などで大きな問題となりそうでした。 

式典後演技 
式典後演技 

 15:13 から式典後の演技・抽選会などが行われました。

これには退出や交通を分散させる意図もあったと思わ

れますが、スタンドにはすでに三分の１程度のお客さん

しか残っておらず、退出の分散効果は限定的のようでし

た。閉会時には来場者の大半が一度に退出、帰途に向

かう想定が必要と思われました。 

 シャトルバスしか交通手段の無い愛媛県総合運動公園

では３万人が帰途に着くまででさえどれくらいかかること

でしょうか。 

 

 



��月刊建設０５－０８

及び耐震壁の新設、鋼板巻き柱補強を行った。

②老朽化への対応として、防水、内外装、電気設備、給

排水衛生設備、空調設備等の改修工事を行った。ま

た、竣工当初のデザインを残すとともに、山武杉の

間伐材を腰壁等に使用し、県内産材料の使用に努め

た。

③バリアフリー対応のため、「ハートビル法」及び

「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、床の段

差解消や手摺の設置をはじめ、身体障害者用のエレ

ベーター、観覧席、トイレ、更衣室、シャワー室等

を整備し、施設利用者への利便性を図った。

おわりに

　これまで親しまれてきた当施設のイメージを損な

うことなく改修工事を終え、平成１６年１１月２３日に行

われた国際千葉駅伝を皮切りに、平成１７年８月には

全国高等学校総合体育大会（千葉きらめき総体）で

の主会場にも予定され、今後より一層利用されるこ

とを期待しているところである。

　今回の改修工事費は１�当たり約１５万円であり、

類似施設の新築工事と比較して１/２以下となるこ

とから、費用対効果の高い事業であったと思われる。

総合スポーツセンター陸上競技場再整備事業

事業の概要

　当陸上競技場は、昭和４１年７月の開設以来、昭和

４８年に開催した「若潮国体」での主会場をはじめ、

県を代表する陸上競技場として数多くの競技会で利

用されてきた。約４０年の経年による施設の老朽化が

進み、耐震補強の必要性も生じたため、平成１５・１６年

度の２ヵ年で耐震改修及び内外装改修工事を行った。

施設概要

�主要用途：観覧場

�構　　造：鉄筋コンクリート造

　　　　　　一部鉄骨鉄筋コンクリート造

�階　　数：地上３階建て

�延べ面積：１０,３１８�（観覧席含む）

�事業期間：平成１５年１０月～平成１６年１１月

�事 業 費：約１５億円

事業の特徴

　今回の事業においては、既存の構造躯体を生かし、

公共施設として求められている機能を確保するため、

次の事項を重点とした改修工事を行った。

①耐震性能向上のため、既存スタンドのSRC屋根を

撤去し、膜構造による軽量化を図り、鉄骨ブレース

受賞機関  千葉県県土整備部施設改修課

全建賞 建築部門

賛助会員　㈱熊谷組東関東支店

メインスタンドの膜構造屋根

耐震補強部の鉄骨プレース
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メインスタンド 
 

増設された屋根 

 
構造補強（コンコース側から） 

 
構造補強（外側から） 

 

アクセス 

 千葉駅からモノレールでスポーツセンター駅まで５駅１０分

ほどで到着し、駅からは徒歩３分と通常のアクセスには申し

分ない環境です。（モノレール自体がこのスポーツセンター

内を通過しています）。ただしモノレールは２両編成で輸送

能力に限界があると思われ、これもこのスポーツセンターで

開会式という選択肢がなくなった理由の一つかもしれませ

ん。 

 千葉県は、「複線のモノレールがあり、市街地からもかなり

近い陸上競技場があったのにもかかわらず、大規模な改修

を避け、前例がなかった野球場での開会式を選択した」わ

けです。 

 一方、愛媛県の選択は「軌道交通機関がまったくない山奥

の陸上競技場に巨額を投じての改修」となってしまうので

しょうか。 

施設の概要 

 この陸上競技場は築４０年を経ているため、国体に先だっ

て耐震補強工事などを行っていますが、工法の工夫によ

り、１５億円ほどの費用しかかかっておらず、この工法は建

築技術協会の賞を獲得しています。 

http://www.zenken.com/hypusyou/zenkensyou/h16/zk_16_05_kentiku01.pdf 

 建築構造物はメインスタンドのみで、ここに構造補強がなさ

れています。（コンクリートの柱の間に筋交のような鉄骨が

追加されています。） この上に、メインスタンドの屋根を載

せている形ですが、もとの柱のデザインに連続させ、一見、

増築したとは思えない素晴らしい出来栄えです。コンコース

内からみても改修された感じはあまりなく、壁面も新たに吹

きつけられたようで、４０年を経た構造物には見えませんで

した。建築技術協会の賞を受けたのもうなずけます。 

 メインスタンドの座席の規模はほぼニンスタと同じ程度です

が、個席になっている座席は少ないようでした。 

 増築された模様のガラスばりの部屋部分は最小限の大きさ

にとどめられているようで入りきらない報道関係者などは１

枚目の写真の左手にあるように仮設テントのなかにミキ

サー等の機材を持ち込んで対応していました。 

 この工事は平成１５年１０月～平成１６年１１月にかけて行

われ、翌年には高校総体が開催されるなど有効活用されて

いるようです。ニンスタのメインスタンドはかなり老朽化が進

んでいますので部分工事のための予算が獲得できるのでし

たら同様に、「国体の陸上競技で必要な範囲について」、改

修工事に早期に取り掛かることには意味があり、当面、Ｊ

リーグのお客さんの満足度を少しでもアップしてくれるので

はと思います。 
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メインスタンド 
 

メイン入口 

 
雨水の排水口 

 
改装されたトイレ・身障者用トイレ 

メイン入口 

 階段を上がったコンコースレベルにメイン入口があり、ここ

もきれいに吹き付け直し、施設名の文字もリニューアルされ

ていました。その上の国体の看板は簡単に仮設されていま

した。床面のひび割れが４０年の経過を物語っています。 

 入場ゲートも、手荷物検査もなく、そのまま入場できました。

国体の会場は一般的にそうなのでしょうか。それとも千葉が

経費削減のためにフリーにしたのでしょうか。確認しておき

たい点です。 

 

 

 

 

 

 

雨水の排水 

 コンコース上の雨水の排水は樋がなく、壁伝いに流す構造

のまま改修されていませんでした。このあたりにも費用を抑

えた跡がうかがえます。人が通る可能性のある通路の真上

でも樋の無いところが数多くありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

トイレ 

 トイレはバリアフリー対応も含め、綺麗に改装されていまし

たが、扉の構造やブースの数からみて、この施設で大混雑

するほど入場する想定はないようでした。特にハーフタイム

に利用が集中するＪリーグの会場ではトイレにはもっとお金

をかける必要があるでしょう。 
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サイドスタンド・バックスタンド 
 

サイドスタンドからバックスタンドを望む 

 
バックスタンドを中央の仮設スタンド 

 
仮設スタンドの仕組み 

サイドスタンド 

 サイドスタンド、バックスタンドとも、手すりなどを交換し、塗

装し直した以外、構造物はほとんど改修されていないようで

した。芝生は綺麗に生えそろっていました。 

バックスタンド 

 バックスタンド中央には仮設の座席（ベンチシート）がありま

したが、他には座席は全くありませんでした。 

 この仮設座席は、工事現場の足場のような構造にベニヤ板

をはっただけの相当に簡易なものでした。 

 バックスタンド上端に並んでいるフラッグの掲揚ポールは都

道府県の数に合わせたか増設されていました。（元の約２

倍の本数）。 

 この日は土曜日で主要な種目もたくさん組まれていたよう

でしたが、快晴・微風と絶好の観戦日和のお昼過ぎにメイン

スタンドは７割程度の埋まり具合で、サイドスタンド、バック

スタンドは写真のようにまばらな人の入りでした。首都圏の

千葉、しかも交通の便に優れた立地でもこの程度の入りで

す。陸上競技だけのためにスタンドを新設するとすれば、将

来にわたって有効な投資と言えるどうか疑問を感じました。

国体の陸上競技は現在のニンスタのスタンドでも十分まか

なえるのではないでしょうか。また国体以上の規模の競技

会がニンスタで行われることが将来あるでしょうか。 

 もし、愛媛ＦＣのホームスタジアムが他にできるとしたら、ニ

ンスタへの投資は最小限に抑えるべきでは、という意見に

はご賛同される方が多いものと思います。 
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大型カラービジョン等 
 

大型カラービジョン(仮設) 

 
仮設の様子（足場だけ新設？） 

 
入退出路 

 

大型フルカラービジョン 

 高輝度ＬＥＤの大型フルカラービジョンは完全に仮設でし

た。設置場所となっている部分は新たにコンクリートを打っ

て造られたようでしたが、基本的にはその上にのせている

だけ（あるいは軽くアンカーうちだけ）で、大会後はすぐに撤

収されるものと思われます。 

 フレームもＬＥＤモジュールもむき出しですが、風雨には耐

えるのでしょう。背後からＬＥＤビジョンでは一般的な三菱電

機製であることも含めまる見えでした。いたずらで入りこん

でケーブルを抜けるような構造のため、近くに警備員が立っ

ていました。 

 

おまけ ー アスレティックビークル 

 砲丸投げのフィールドをラジコンカーが行ったり来たりして

おり、どうやら先頭にチーバくんが乗っているようでした。最

初は距離計測をしているのかと思いましたが、実は、投げら

れた砲丸を投てき場所に戻すためものでした。専用のア

タッチメントで、円盤や砲丸、最大なんと７キロ超×２個を同

時に軽快に搬送できるとのことでした。タイヤが芝に絡ま

ず、滑らず等の工夫も含め非常によくできていました。写真

はこれを製作している会社のブースで、企画室長さんが丁

寧にご説明してくださいました。この他にも、火薬を使わず

にスタートの号砲を鳴らす拍子木のような製品などいろいろ

な工夫がみられました。 

 

入退出路 

 メインスタンドもそうでしたが、入場は無料のため、ゲートに

あたるものはなく、手荷物検査もありませんでした。写真は

サイドスタンドから場外に降りる仮設階段で、警備員もいま

せんでした。この仮設通路自体が非常に細く、並んで二人

通れる程度です。もともと想定されている来場者数が低い

ことが伺えます。陸上競技だけを考えるのであれば、ゲート

の整備も不要と思われました。 
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その他 
 

仮設照明 

 

本部入口 

 

関係者受付など 

 

仮設照明 

 このスタジアムには照明塔がないため、クレーン状で自走し

てきたと思われる仮設照明車が４機（メインとバックに２台

ずつ）配置されていました。昼間はアームが収納されていて

低い状態で、３時頃アームが伸ばされ、水銀灯が点灯され

ました。（照明車の隣に大型の自家発電機が仮設されてい

ました）。かつてニンスタで日本代表戦が行われたときなど

に「クレーンで照明を吊った」と聞いていましたが、（費用の

ほどは定かではありませんが）現在ではこういった専用の

機材もあるようです。 

 

 

 

 

 

本部入口から諸室 

 ここが一番きれいに改装されていました。おそらく内部の各

部屋もリニューアルされていることでしょう。今後、この競技

場で行われる競技会ではこういった運営本部、更衣室・ロッ

カー、シャワー、トイレ、医務室、ドーピング室といった施設

のほうがスタンドよりもよほど使用頻度が高いでしょうから、

賢明な投資が行われていると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

各種受付 

 関係者受付などは上記本部の対面に設置されたテントで行

われていました。この日は微風でしたが、開幕日、風が強

かったからか、大きなウェイトが柱ごとに置かれていまし

た。 

 



２０１０千葉国体 最小限改修の陸上競技場 観察 所感 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 

 
2010 年 10 月 2 日（土）    

その他の施設 

案内ボード 

 

第２陸上競技場 

 

野球場 

 

武道館 

千葉県総合スポーツセンター 

 このスポーツセンターは 1973 年若潮国体のメイン会場に

なっただけあって、第２陸上競技場、野球場、武道館、体育

館、軟式・ソフトボール場、庭球場(16 面)、弓道場、サッ

カー・ラグビー場(１面ずつ)、相撲場などの施設が含まれて

いますが、今回の国体の会場になったのは陸上競技場だ

けでした。おそらく、この４０年近くの間に、各市町村に様々

な施設が造られてきたということなのでしょう。 

http://www.cue-net.or.jp/kouen/sportscenter/html/institutions.html 

 

 

第２陸上競技場 

 陸上競技場の隣に第２陸上競技場がありました。写真左側

の直線走路には、開会式会場前でも使われていた大型テ

ントが仮設されており、雨天時のウォームアップに使われて

いるようでした。走路は基準通りの８レーン。今回のために

増設されたのではなく、元々あったと思われます。愛媛県総

合運動公園の補助競技場は６レーンしかなく、８レーン化す

ることが求められていると聞きますが、しばらく練習の様子

をみていましたが、７・８レーンを使って練習している選手は

みかけられず、本当に必要なものか、費用対効果を考える

と、そのお金を諸室の充実に回すなどの検討がなされても

いいのではと思いました。ただしこれは陸上競技について

全くの素人の感想であり、実際に競技の質や記録のレベル

向上などに必要なのであれば、改修もやむを得ないので

しょう。 

 陸連の基準ではたしかメイン競技場と補助競技場の間に車

路があるのは好ましくないので、ニンスタの北側に補助競

技場を作り直すとう案を聞いたことがありますが、この千葉

でも両競技場の間には車路がありました。 

野球場 

 内野スタンドしかありませんがとても立派な球場で、芝生も

綺麗に生えそろっていました。公式野球は財政難の銚子を

会場とすることについて物議を醸していたようでしたが．．．

 

武道館 

 体育館はかなり古そうでしたが、武道館はまださほど築年

を経ていないように思われました。周辺の道路、歩道なども

綺麗に整備されていました。 

 



主要スタジアムのアクセス比較 2010年12月11日更新（候補地、他県事例含む）

収容
人数

5km
圏内人口
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ｽﾀｼﾞｱﾑ)

(2005年
国勢調査

結果)

順
位
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(5点
満点)
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／

路線
発着駅/ターミナル

ﾊﾞｽ停
から徒
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時間
（分）

運賃
(通常)

料金制度 発着駅
時間
（分）

発着駅 台数 名称・場所
共用
／

専用
料金

仙台 ユアテックスタジアム仙台 19,694 339,437 2 4.8 - - - - - - - - - 4 地下鉄南北線泉中央駅 0 なし（別途有料市営泉中央駅前駐車場）

宮城スタジアム 49,133 未計測 72 2.5 30 600 シ 泉中央 - - 5,379 宮城スタジアム駐車場 専用 1,000

40 600 シ 仙台駅（東口）

20 230 シ 利府駅

山形 NDソフトスタジアム 20,315 66,158 46 3.3 15 200 シ JR天童駅 10 1,300 定額乗合 ＪＲ天童駅 30 ＪＲ天童駅 6,000 総合運動公園内に隣接する駐車場 ほぼ専用 0

40 600 シ JR山形駅 30 4,000 定額乗合 ＪＲ山形駅 25 JR高擶駅

鹿島 カシマサッカースタジアム 39,026 50,512 61 3.0 15 240 シ JR鹿島神宮駅 10 ? 一般 JR鹿島神宮駅 5 鹿島臨海鉄道鹿島ｻｯｶｰｽﾀｼﾞｱﾑ駅 2,700 公営駐車場 専用 500

120 1 780 路 JR東京駅（高速バス） 多数 臨時民間駐車場 専用 1 000

2010
Ｊ１

クラブ
略称

メインスタジアム名

J's Goal
ｱｸｾｽﾗﾝｸ 電鉄駅からのバス便 電鉄駅からのタクシーの便 電鉄駅からの徒歩 駐車場

120 1,780 路 JR東京駅（高速バス） 多数 臨時民間駐車場 専用 1,000

浦和 埼玉スタジアム２○○２ 63,700 197,708 32 3.6 8 100 シ 地下鉄浦和美園駅 7 1,000 一般 地下鉄浦和美園駅 20 地下鉄浦和美園駅 ？ 臨時民間駐車場 専用 1,000

40 400 シ JR浦和駅 3,000 イオン浦和美園 共用 下記

20 300 シ JR東浦和駅 （2時間無料、5千円買物+3時間無料

20 300 シ 東武北越谷駅  無料時間を超えた場合30分ごとに+100円）

駒場スタジアム 21,500 未計測 37 3.4 15 ？ シ 浦和駅東口 20 JR浦和駅東口 0 なし - -

15 ？ シ 北浦和駅東口

20 ？ シ 東浦和駅

大宮 ナックファイブスタジアム 15,300 624,912 19 3.9 8 170 路 JR大宮駅 10 ? 一般 JR大宮駅 20 JR大宮駅 1,800 大宮第二公園駐車場 共用 ?

10 東武大宮公園駅／北大宮

埼玉スタジアム２○○２ 63,700 197,708 32 3.6 8 100 シ 地下鉄浦和美園駅 7 1,000 一般 地下鉄浦和美園駅 20 地下鉄浦和美園駅 ？ 臨時民間駐車場 専用 1,000

40 400 シ JR浦和駅 3,000 イオン浦和美園 共用 下記

20 300 シ JR東浦和駅 （2時間無料、5千円買物+3時間無料

20 300 シ 東武北越谷駅  無料時間を超えた場合30分ごとに+100円）

Ｆ東京 味の素スタジアム 50,000 704,446 7 4.3 10 200 シ 京王線調布駅 - - - - 5 京王飛田給駅 0 なし - -

6 210 シ 西武多摩駅 20 西武多摩駅

15 210 シ JR武蔵境駅15 210 シ JR武蔵境駅

川崎 等々力陸上競技場 25,000 1,086,462 29 3.7 10 200 路 JR・東急武蔵小杉駅 5 ? 1,000 一般 JR・東急武蔵小杉駅 20 JR・東急武蔵小杉駅 500 緑地公園内3ヶ所(右記料金は4時間分) 共用 600

21 200 路 JR・東急溝口駅 5 - - 15 JR武蔵中原駅

20 ？ 路 東急高津駅 5 15 東急新丸子駅

横浜M 日産スタジアム 72,327 705,824 15 4.1 - - - - - - - 12 JR新横浜駅 950 新横浜駐車場(右記料金は4時間分) 共用 600

12 市営地下鉄新横浜駅

7 JR小机駅

ニッパツ三ッ沢競技場 15,454 789,865 20 3.9 10 210 路 横浜駅 2 8 900 一般 横浜駅 25 横浜駅 550 三ツ沢公園内に散在(右記料金は4時間分) 共用 800

15 市営地下鉄三ツ沢上町駅

湘南 平塚競技場 18,500 324,994 35 3.5 7 170 シ JR平塚駅 5 800 一般 JR平塚駅 20 JR平塚駅 多数 公園内/スタジアム周辺の臨時駐車場 ほぼ専用 0

20 310 シ 小田急伊勢原駅 5

20 路 小田急本厚木駅 10

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 42,300 257,114 33 3.6 20 260 シ JR新潟駅 3 15 1,500 一般 JR新潟駅 60 JR新潟駅 1,000 スタジアム駐車場（事前に駐車ﾁｹｯﾄ購入） 専用 1,000

30 360 シ 万代シティバスセンター 3 3,000 スポーツ公園臨時駐車場 共用 ？

清水 アウトソーシングスタジアム 20,299 159,620 47 3.2 20 300 シ JR清水駅 10 - - ？ 旧市内各地に臨時駐車場＋ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ - -

40 600 シ JR静岡駅 10

エコパスタジアム 50 889 未計測 45 3 3 ？ 630 シ JR浜松駅 15 愛野駅エコパスタジアム 50,889 未計測 45 3.3 ？ 630 シ JR浜松駅 15 愛野駅 - - - -

磐田 ヤマハスタジアム 16,620 125,852 40 3.4 15 200 シ JR磐田駅 10 1,200 一般 JR磐田駅 - - 1,200 第１、第１６、第７駐車場 専用 1,000

40 550 シ JR浜松駅 （開門時に到着してないと駐車が難しい）

エコパスタジアム 50,889 未計測 45 3.3 ？ 630 シ JR浜松駅 15 愛野駅 - - - -

名古屋 名古屋市瑞穂陸上競技場 20,000 654,645 14 4.1 - - - - - - - - - 10 地下鉄瑞穂運動場西駅 ？ 瑞穂公園の地下駐車場 共用 500

5 地下鉄瑞穂運動場東駅 （開門時に到着してないと駐車が難しい）

10 地下鉄新瑞橋

豊田スタジアム 45,000 208,165 39 3.4 70 ？ シ 中部国際空港 15 名鉄　豊田市駅 4,200 豊田市中心市街地 共用 ※２

17 愛知環状鉄道　新豊田駅 （２～３時間は無料）

京都 京都市西京極総合運動公園 20,242 650,675 11 4.2 20 220 路 JR京都駅 3 15 1,800 一般 JR京都駅 5 阪急西京極 0 なし - -

　　陸上競技場兼球技場

Ｇ大阪 万博競技場 21,000 631,989 22 3.9 10 210 シ JR茨木駅 1 大阪モノレール公園東口 5,000 万博記念公園内駐車場 共用 1,200

Ｃ大阪 大阪長居スタジアム（キンチョースタジアムも同立地） 47,000 1,074,129 5 4.5 - - - - - - - - - 5 地下鉄長居駅 0 なし - -

キンチョースタジアム 20,500 1,074,129 3 4.7 3 JR阪和線鶴ヶ丘駅

神戸 ホ ムズ タジ ム 地下鉄御崎公園駅 和田岬駅 タジ 内駐車場 事前 駐車 購 専用神戸 ホームズスタジアム 30,132 324,444 10 4.3 - - - - - - - - - 5 地下鉄御崎公園駅・和田岬駅 700 スタジアム内駐車場（事前に駐車ﾁｹｯﾄ購入） 専用 1,000

(W杯後規模縮小) 20 JR兵庫駅

広島 広島ビッグアーチ 50,000 77,685 54 3.2 20 360 シ JR横川駅 ？ ？ 4 アストラムライン広域公園駅 4,000 広域公園内の駐車場 共用 0

様々 0 シ 各臨時駐車場より ？ その他臨時駐車場多数 共用 0

共用 国立霞ヶ丘陸上競技場 50,339 未計測 4 4.6 - - - － - - - - - 1 国立競技場駅 ？ 千駄ヶ谷パーキング 共用 2,400
（柏、甲府、千葉、東京Vなどのホーム開催実績） 15 外苑前駅 ？ 明治神宮外苑駐車場 共用 1,500

5 JR信濃町駅/千駄ヶ谷駅
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結果)

順
位

得点
(5点
満点)

時間
（分）

運賃
(大人)

ｼｬﾄﾙ
／

路線
発着駅/ターミナル

ﾊﾞｽ停
から徒
歩(分)

時間
（分）

運賃
(通常)

料金制度 発着駅
時間
（分）

発着駅 台数 名称・場所
共用
／

専用
料金

札幌 札幌ドーム 41,484 475,033 12 4.2 20 200 シ 市内５か所から 10 地下鉄福住駅 1,350 札幌ドーム駐車場 専用 2,500
厚別公園競技場 20,005 357,088 43 3.4 15 200 シ 地下鉄大谷地駅・新さっぽろ駅 25 地下鉄大谷地駅 0 なし

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 12,000 119,161 52 3.2 30 480 路 JR水戸駅 25 ? 一般 JR水戸駅 - - 1,350 第2、第3、第4、第5駐車場 専用 0

15 200 路 JR赤塚駅 15 ? 一般 JR赤塚駅

栃木 栃木県グリ ンスタジアム 18 025 155 306 48 3 2 30 0 シ JR宇都宮 25 3 500 般 JR宇都宮西口 5 000 駐車場からシャトルバス 専用 0

2010
Ｊ２

クラブ
略称

メインスタジアム名

J's Goal
ｱｸｾｽﾗﾝｸ 電鉄駅からのバス便 電鉄駅からのタクシーの便 電鉄駅からの徒歩 駐車場

栃木 栃木県グリーンスタジアム 18,025 155,306 48 3.2 30 0 シ JR宇都宮 25 3,500 一般 JR宇都宮西口 - - 5,000 駐車場からシャトルバス 専用 0

30 ? 一般 東武宇都宮駅

草津 正田醤油スタジアム群馬 10,050 172,920 53 3.2 15 240 シ JR前橋駅 10 ？ 定額 JR前橋駅 - - 600 群馬県総合スポーツセンター駐車場 バス利用 200

45 500 シ JR高崎駅 10 1,300 定額 JR新前橋駅

10 ? 定額 JR群馬総社駅

10 ? 定額 上毛電鉄中央前橋駅

柏 日立柏サッカー場 15,900 468,013 25 3.8 ? 160 路 JR柏駅⇒緑が丘 7 800 一般 JR柏駅 20 JR柏駅 0 なし - -

? 190 路 JR柏駅⇒日立柏ｻｯｶｰ場前

柏の葉公園総合競技場 20,000 未計測 - - ? ？ 路 JR柏駅⇒柏の葉公園行き 20 江戸川台駅 0 なし - -

? ？ 路 柏の葉キャンパス駅⇒柏の葉公園北 20 柏の葉キャンパス駅

千葉 フクダ電子アリーナ 18,500 238,645 8 4.3 - - - - - 5 700 一般 JR蘇我駅 8 JR蘇我駅 0 なし - -

東京Ｖ 味の素スタジアム 50,000 704,446 6 4.4 10 200 シ 京王線調布駅 - - - - 5 京王線飛田給駅 0 なし - -

6 210 シ 西武多摩川線多摩駅 20 西武多摩川線多摩駅

15 210 シ JR中央線武蔵境駅

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 15,454 789,865 20 3.9 10 210 路 横浜駅 2 8 900 一般 横浜駅 25 横浜駅 550 三ツ沢公園内に散在(右記料金は4時間分) 共用 800

15 市営地下鉄三ツ沢上町駅

甲府 山梨県 瀬 ポ 園陸上競技場 甲府駅 定額 甲府駅 南甲府駅 甲斐住吉駅 側 南側 臨時駐車 も 共甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 17,000 153,165 39 3.4 30 350 シ JR甲府駅 20 2,200 定額 JR甲府駅 25 JR南甲府駅・甲斐住吉駅 1,800 公園北側・南側に5ヵ所。臨時駐車場も 共用 0

10 ？ 一般 JR南甲府駅

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 25,250 68,392 42 3.4 30 490 シ JR富山駅 ？ ？ ？ ？ - - 1,000 総合運動公園駐車場 共用 0

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 31,000 240,995 44 3.4 16 200 路 JR・名鉄岐阜駅 3 12 1,700 一般 JR・名鉄岐阜駅 - - 1,100 センター内の複数の駐車場 共用 300

徳島 ポカリスエットスタジアム 20,441 54,217 51 3.2 7 200 路 JR鳴門駅 10 1,000 一般 JR鳴門駅 25 JR鳴門駅 ？ 運動公園内及び周辺に多数 共用 0

岡山 ｋａｎｋｏスタジアム 20,000 182,387 9 4.3 5 190 路 JR岡山駅 5 700 一般 JR蘇我駅 15 JR岡山駅 ？ 岡山操車場跡地駐車場からｼｬﾄﾙバス 専用 500

愛媛 ニンジニアスタジアム 20,000 94,952 64 2.9 40 500 シ 伊予鉄松山市駅 35 2,800 一般 伊予鉄松山市駅 - - 2,200 総合運動公園内(動物園と共用） 共用 300

45 550 シ JR松山駅 40 3,000 一般 JR松山駅

福岡 レベルファイブスタジアム 22,563 446,455 13 4.1 15 270 路 JR博多駅 ？ 1,600 定額 JR博多駅 25 地下鉄福岡空港駅 1,600 スタジアム内駐車場 専用 0

8 160 シ 地下鉄福岡空港駅 ？ 1,700 定額 大橋駅

北九州 北九州市立本城陸上競技場 10,202 196,260 58 3.1 15 230 シ JR折尾駅 5 ? JR本城駅 ? JR二島駅 ? 若松競艇臨時駐車場（バス10分無料） 専用 0

20 JR本城駅

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 24,490 105,861 1 4.9 - - - - - - - - - 3 JR鳥栖駅 1,000 専用駐車場 専用 0

大分 大分銀行ドーム 40,000 182,387 57 3.1 37 350 路 大分バス金池ターミナル 25 2,300 一般 JR大分駅 - - 4,500 大分スポパーク内駐車場 共用 0

37 350 シ マクドナルド大分店前バス停 15 1,900 一般 JR高城駅

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 32,000 140,310 60 3.0 15 200 シ JR光の森駅 15 1,200 一般 JR光の森駅 40 JR光の森駅 1,000 総合運動公園メイン駐車場・パークドーム熊本 駐車場 共用 0

50 470 路 交通センター 3 4,000 ゆめタウン光の森店駐車場 共用 0

愛媛 参考　松山中央公園（坊っちゃんスタジアム） 15,000 300,243 25 260 シ 伊予鉄松山市駅 5 - - - - 3 JR市坪駅 2,500 中央公園内の複数駐車場（ﾌﾟﾛ野球時有料） 共用 0

候補地 15 伊予鉄余戸駅

愛媛 参考　松山堀之内 15,000 377,929 - - - - - - - - - 8 伊予鉄松山市駅 0 なし - -

候補地 5 JR松山駅

愛媛 参考　エミフルＭＡＳＡＫＩ 15,000 139,248 - - - - - - - - - 5 伊予鉄古泉駅 5,000 エミフルＭＡＳＡＫＩ内駐車場 共用 0

候補地 20 JR横田駅

愛媛 参考　南江戸中央浄化場 15,000 338,473 - - - - - - - - - 15 JR松山駅 0 なし - -

候補地 20 伊予鉄松山市駅

北九州 参考　北九州新スタジアム候補地 20,000 240,218 - - - - - 15 JR小倉駅 ? 未定 - -

草津 参考　群馬県営サッカー場誘致候補地（多田山地区） 56,445 

松本 参考　松本平広域公園　アルウィン 74,439 71 2.7 25 ？ 路 JR村井駅 25 15 ？ 一般 JR村井駅 50 JR村井駅 1,500 松本平広域公園内に複数 共用 0

？ ？ S JR松本駅

町田 参考　町田市立陸上競技場 467,537 20 0 シ 小田急鶴川駅 ？ ？ ？ 小田急鶴川駅(現実的ではない) 700 野津田公園内6か所 共用 0

？ ？ 路 小田急町田駅 15

鳥取 参考　とりぎんバードスタジアム 16,033 82,757 74 2.4 ？ ？ 路 JR鳥取駅 ？ ？ - - 100 スタジアム内 専用 ？

長崎 参考　長崎県立総合運動公園陸上競技場 126,674 60 S 路 諫早駅前 ？ ？ 25 諫早駅前 470 総合運動公園内 共用 0

10 ？ 路 長崎駅前

● J.LEAGUE OFFICIAL FANS' GUIDE 2010、J's Goalスタジアムガイド、各クラブ公式ホームページ、個人の方のホームページ・ブログ、私ども独自で収集した情報、各クラブサポーター有志の方々から寄せられた情報などから作成。

● 最寄り（もしくはバスの便が整備されている）駅からのアクセス方法、時間、費用を集計。電鉄での移動は基準地により大きくことなるのでひとまず考察から除外。「 - 」としている項目は存在しない・不要な手段。

● アウェイからの来やすさに関係する空港からのアクセスについては別途集計予定。 ● 駐車場は主に施設内および隣接のものを記載。



【アクセスランキング×周辺人口　指数】　と　来場者数の相関 2010　全Ｊリーグクラブ
アクセス
ランク ×

2010

半径5km
圏内人口
(最大100)

平均
来場者

数

仙台 ユアテックスタジアム仙台 32.3 17,332 

山形 NDソフトスタジアム 4.3 11,710 

鹿島 カシマサッカースタジアム 3.0 20,966 

浦和 埼玉スタジアム 14.1 39,941 

大宮 ナックファイブスタジアム 48.3 11,064 

Ｆ東京 味の素スタジアム 60.0 25,112 

川崎Ｆ 等々力陸上競技場 79.6 18,562 

横浜FM 日産スタジアム 57.3 25,684 

湘南 平塚競技場 22.5 11,095 

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 18.3 30,542 

清水 アウトソーシングスタジアム 10.1 18,001 

磐田 ヤマハスタジアム 8.5 12,137 

名古屋 名古屋市瑞穂陸上競技場 53.2 11,982 

名古屋 豊田スタジアム 14.0 28,346 

京都 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 54.1 10,510 

Ｇ大阪 万博競技場 48.8 16,654 

Ｃ大阪 キンチョースタジアム 100.0 15,026 

神戸 ホームズスタジアム 27.6 12,824 

広島 広島ビッグアーチ 4 9 14 562

クラブ
略称 メインスタジアム名

仙台

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

18,000 

23,000 

28,000 

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

歴史ある

クラブ⇒

地域に浸透

広島 広島ビッグアーチ 4.9 14,562 

札幌 札幌ドーム 39.5 14,879 

札幌 厚別公園競技場 24.0 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 7.6 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 9.8 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 11.0 4,424 

柏 日立柏サッカー場 35.2 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 20.3 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 61.4 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 61.0 5,791 

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 10.3 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 4.6 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 16.2 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 3.4 4,614 

岡山 カンコースタジアム 15.5 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 5.5 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 36.3 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 12.1 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 10.3 6,633 

大分 大分銀行ドーム 11.2 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 8.3 6,907 

注記： 本集計で参照しているアクセスランキングは、Jリーグの情報ポータルサイト、J's Goal上でそれぞれのスタジアムに来場経験のあるユーザー投票によるもの。（2010年12月1日現在）

各スタジアムごとに数百票の投稿を得ていることから、統計的にも有意な実体験に基づくランキングと考えられる。
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大都市圏で
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愛媛の
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考察： アクセスランクと周辺人口の両方の要素を加味するため、両者を掛け合わせ、 大値（Ｃ大阪）が100となるように除算した指数と来場者数の相関。

愛媛の新スタジアム候補地は5ｋｍ圏周辺人口約30万人、アクセスランク4.5（駅から徒歩数分）で算出。　地方都市としては 上位レベルの条件となる。
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アクセスランキングと来場者数の相関 2010　全Ｊリーグクラブ
J'sGoal
ランク

2010

得点
(5点

満点）

平均
来場者

数

仙台 ユアテックスタジアム仙台 4.8 17,332 

山形 NDソフトスタジアム 3.3 11,710 

鹿島 カシマサッカースタジアム 3.0 20,966 

浦和 埼玉スタジアム 3.6 39,941 

大宮 ナックファイブスタジアム 3.9 11,064 

Ｆ東京 味の素スタジアム 4.3 25,112 

川崎Ｆ 等々力陸上競技場 3.7 18,562 

横浜FM 日産スタジアム 4.1 25,684 

湘南 平塚競技場 3.5 11,095 

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 3.6 30,542 

清水 アウトソーシングスタジアム 3.2 18,001 

磐田 ヤマハスタジアム 3.4 12,137 

名古屋 名古屋市瑞穂陸上競技場 4.1 11,982 

名古屋 豊田スタジアム 3.4 28,346 

京都 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 4.2 10,510 

Ｇ大阪 万博競技場 3.9 16,654 

Ｃ大阪 キンチョースタジアム 4.7 15,026 

神戸 ホームズスタジアム 4.3 12,824 

広島 広島ビッグアーチ 3 2 14 562

クラブ
略称 メインスタジアム名

仙台

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

18,000 

23,000 

28,000 

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

広島 広島ビッグアーチ 3.2 14,562 

札幌 札幌ドーム 4.2 14,879 

札幌 厚別公園競技場 3.4 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 3.2 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 3.2 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 3.2 4,424 

柏 日立柏サッカー場 3.8 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 4.3 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 4.4 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 3.9 5,791 

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 3.4 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 3.4 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 3.4 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 3.2 4,614 

岡山 カンコースタジアム 4.3 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 2.9 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 4.1 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 3.1 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 4.9 6,633 

大分 大分銀行ドーム 3.1 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 3.0 6,907 

注記： 本集計で参照しているアクセスランキングは、Jリーグの情報ポータルサイト、J's Goal上でそれぞれのスタジアムに来場経験のあるユーザー投票によるもの。（2010年12月1日現在）

各スタジアムごとに数百票の投稿を得ていることから、統計的にも有意な実体験に基づくランキングと考えられる。

仙台

山形

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

大宮

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

湘南

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

磐田 名古屋

瑞穂

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

京都

Ｇ大阪

Ｃ大阪

神戸
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

広島
札幌

ドーム

※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌

厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州
※参入

初年

鳥栖
※周辺人口に

限界

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

3,000 

8,000 

13,000 

18,000 

23,000 

28,000 

2.9 3.4 3.9 4.4 4.9

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

J's Goal イレブンミリオンパーク スタジアム アクセスランキング

考察： 大規模スタジアム（大半は'Ｗ杯スタジアム）と中規模（２万人規模）スタジアムで来場者数のレベルが大きく異なる。

高収容率スタジアム以外は回帰直線の角度によって概ね二つのグループに分かれＪ１はほぼ上半分に、Ｊ２の多くは下半分に収まる。Ｊ１であればアクセスの悪さを

仙台

山形

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

大宮

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

湘南

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

磐田 名古屋

瑞穂

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

京都

Ｇ大阪

Ｃ大阪

神戸
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

広島
札幌

ドーム

※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌

厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州
※参入

初年

鳥栖
※周辺人口に

限界

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

3,000 

8,000 

13,000 

18,000 

23,000 

28,000 

2.9 3.4 3.9 4.4 4.9

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

J's Goal イレブンミリオンパーク スタジアム アクセスランキング



スタジアム周辺人口と来場者数の相関 2010　全Ｊリーグクラブ
ｽﾀｼﾞｱﾑ
を中心と

2010

する半径
5km圏内
の人口

平均
来場者

数

仙台 ユアテックスタジアム仙台 339,437 17,332 

山形 NDソフトスタジアム 66,158 11,710 

鹿島 カシマサッカースタジアム 50,512 20,966 

浦和 埼玉スタジアム 197,708 39,941 

大宮 ナックファイブスタジアム 624,912 11,064 

Ｆ東京 味の素スタジアム 704,446 25,112 

川崎Ｆ 等々力陸上競技場 1,086,462 18,562 

横浜FM 日産スタジアム 705,824 25,684 

湘南 平塚競技場 324,994 11,095 

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 257,114 30,542 

清水 アウトソーシングスタジアム 159,620 18,001 

磐田 ヤマハスタジアム 125,852 12,137 

名古屋 名古屋市瑞穂陸上競技場 654,645 11,982 

名古屋 豊田スタジアム 208,165 28,346 

京都 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 650,675 10,510 

Ｇ大阪 万博競技場 631,989 16,654 

Ｃ大阪 キンチョースタジアム 1,074,129 15,026 

神戸 ホームズスタジアム 324,444 12,824 

広島 広島ビッグアーチ 77 685 14 562

クラブ
略称 メインスタジアム名

仙台

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

18,000 

23,000 

28,000 

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

広島 広島ビッグアーチ 77,685 14,562 

札幌 札幌ドーム 475,033 14,879 

札幌 厚別公園競技場 357,088 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 119,161 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 155,306 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 172,920 4,424 

柏 日立柏サッカー場 468,013 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 238,645 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 704,446 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 789,865 5,791 

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 153,165 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 68,392 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 240,995 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 54,217 4,614 

岡山 カンコースタジアム 182,387 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 94,952 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 446,455 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 196,260 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 105,861 6,633 

大分 大分銀行ドーム 182,387 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 140,310 6,907 

注記： 本集計で参照しているアクセスランキングは、Jリーグの情報ポータルサイト、J's Goal上でそれぞれのスタジアムに来場経験のあるユーザー投票によるもの。（2010年12月1日現在）

各スタジアムごとに数百票の投稿を得ていることから、統計的にも有意な実体験に基づくランキングと考えられる。

仙台

山形

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

大宮

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

湘南

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

磐田
名古屋

瑞穂

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

京都

Ｇ大阪

Ｃ大阪

神戸
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

広島
札幌ドーム

※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌

厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州

※ 参入初年

鳥栖

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

3,000 

8,000 

13,000 

18,000 

23,000 

28,000 

50,000 250,000 450,000 650,000 850,000 1,050,000 

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

スタジアムを中心とした5km圏内人口

考察： 大規模スタジアム（大半は'Ｗ杯スタジアム）と中規模（２万人規模）スタジアムで来場者数のレベルが大きく異なる。

甲府、千葉、大分、鳥栖などＪ２のクラブにいくつか周辺人口のレベルに比して来場者数が多いところがある。これらは地域に浸透し対人口比の来場者数が多い（大分・甲府）、

もしくはアクセスに優れ、少し遠くからもたくさん来場している（千葉、鳥栖）によるものと思われる。

仙台

山形

鹿島
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

大宮

ＦＣ東京

川崎

横浜ＦＭ
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

湘南

新潟
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

清水

磐田
名古屋

瑞穂

名古屋 豊田
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

京都

Ｇ大阪

Ｃ大阪

神戸
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

広島
札幌ドーム

※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌

厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州

※ 参入初年

鳥栖

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

3,000 

8,000 

13,000 

18,000 

23,000 

28,000 

50,000 250,000 450,000 650,000 850,000 1,050,000 

平均来場者数
浦和↑

（プロット圏外）
※ W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

高収容率
（2万人規模スタジアム）

Ｊ１大規模スタジアム
（≧４万人）

◆： Ｊ１クラブ

■： Ｊ２クラブ

スタジアムを中心とした5km圏内人口



【アクセスランキング×周辺人口　指数】　と　来場者数の相関 2010　Ｊ２リーグ
アクセス
ランク ×

2010

半径5km
圏内人口
(最大100)

平均
来場者

数

札幌 札幌ドーム 39.5 14,879 

札幌 厚別公園競技場 24.0 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 7.6 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 9.8 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 11.0 4,424 

柏 日立柏サッカー場 35.2 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 20.3 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 61.4 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 61.0 5,791 

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 10 3 12 406

Ｊ２
クラブ
略称

メインスタジアム名

柏

千葉

甲府

福岡

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

愛媛の

新スタ

候補地
甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 10.3 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 4.6 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 16.2 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 3.4 4,614 

岡山 カンコースタジアム 15.5 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 5.5 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 36.3 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 12.1 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 10.3 6,633 

大分 大分銀行ドーム 11.2 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 8.3 6,907 

注記： 本集計で参照しているアクセスランキングは、Jリーグの情報ポータルサイト、J's Goal上でそれぞれのスタジアムに来場経験のあるユーザー投票によるもの。（2010年12月1日現在）

各スタジアムごとに数百票の投稿を得ていることから、統計的にも有意な実体験に基づくランキングと考えられる。

考察： Ｊ１経験の有無、Ｗ杯スタジアムかどうか、さらに上記グラフ内の注記「※」を勘案すれば、アクセスランクと来場者数は非常に高い相関を示す。

愛媛の新スタジアム候補地は5ｋｍ圏周辺人口約30万人、アクセスランク4.5（駅から徒歩数分）で算出。　地方都市としては 上位レベルの条件となる。

札幌 厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※ 経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州
※参入初年

鳥栖

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

スタジアム アクセスランキング × ５ｋｍ圏周辺人口 指数

愛媛の

新スタ

候補地

愛媛の新スタジアム候補地は5ｋｍ圏周辺人口約30万人、アクセスランク4.5（駅から徒歩数分）で算出。　地方都市としては 上位レ ルの条件となる。

札幌 厚別

水戸

栃木

草津

柏

千葉

東京Ｖ
※ 経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州
※参入初年

鳥栖

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

スタジアム アクセスランキング × ５ｋｍ圏周辺人口 指数

愛媛の

新スタ

候補地



アクセスランキングと来場者数の相関 2010　Ｊ２リーグ
J'sGoal
ランク

2010

得点
(5点

満点）

平均
来場者

数

札幌 札幌ドーム 4.2 14,879 

札幌 厚別公園競技場 3.4 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 3.2 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 3.2 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 3.2 4,424 

柏 日立柏サッカー場 3.8 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 4.3 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 4.4 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 3.9 5,791 

Ｊ２
クラブ
略称

メインスタジアム名

柏

千葉

甲府

福岡

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 3.4 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 3.4 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 3.4 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 3.2 4,614 

岡山 カンコースタジアム 4.3 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 2.9 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 4.1 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 3.1 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 4.9 6,633 

大分 大分銀行ドーム 3.1 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 3.0 6,907 

注記： 本集計で参照しているアクセスランキングは、Jリーグの情報ポータルサイト、J's Goal上でそれぞれのスタジアムに来場経験のあるユーザー投票によるもの。（2010年12月1日現在）

各スタジアムごとに数百票の投稿を得ていることから、統計的にも有意な実体験に基づくランキングと考えられる。

考察： Ｊ１経験の有無、Ｗ杯スタジアムかどうか、さらに上記グラフ内の注記「※」を勘案すれば、アクセスランクと来場者数は非常に高い相関を示す。

札幌 厚別

水戸

栃木
草津

柏

千葉

東京Ｖ
※ 経営問題発生

横浜ＦＣ

甲府

富山

岐阜
※代替球技場使用

徳島

岡山

愛媛

福岡

北九州
※参入初年

鳥栖
※ 周辺人口に

限界

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

熊本

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

2.8 3.3 3.8 4.3 4.8

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

J's Goal イレブンミリオンパーク スタジアム アクセスランキング



スタジアム周辺人口と来場者数の相関 2010　Ｊ２リーグ
ｽﾀｼﾞｱﾑ
を中心と

2010

する半径
5km圏内
の人口

平均
来場者

数

札幌 札幌ドーム 475,033 14,879 

札幌 厚別公園競技場 357,088 6,456 

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 119,161 3,608 

栃木 栃木県グリーンスタジアム 155,306 4,157 

草津 正田醤油スタジアム群馬 172,920 4,424 

柏 日立柏サッカー場 468,013 8,098 

千葉 フクダ電子アリーナ 238,645 11,689 

東京Ｖ 味の素スタジアム 704,446 5,572 

横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 789,865 5,791 

甲府 山梨県小瀬スポ ツ公園陸上競技場 153 165 12 406

Ｊ２
クラブ
略称

メインスタジアム名

柏
※ ｽﾀｼﾞｱﾑｷｬﾊﾟ

に限界

千葉

甲府

福岡

大分
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

札幌 ドーム
※W杯ｽﾀｼﾞｱﾑ

8,000 

10,000 

12,000 

14,000 

Ｊ１経験クラブ

平均来場者数

甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 153,165 12,406 

富山 富山県総合運動公園陸上競技場 68,392 4,463 

岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川球技場 240,995 3,108 

徳島 ポカリスエットスタジアム 54,217 4,614 

岡山 カンコースタジアム 182,387 7,161 

愛媛 ニンジニアスタジアム 94,952 4,386 

福岡 レベルファイブスタジアム 446,455 8,821 

北九州 北九州市立本城陸上競技場 196,260 4,189 

鳥栖 ベストアメニティスタジアム 105,861 6,633 

大分 大分銀行ドーム 182,387 10,463 

熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 140,310 6,907 

注記： 5km圏内人口は2005年国勢調査の統計データを町域（「□□市○○」）単位で地図上に落とし込み、スタジアムを中心とした円形領域の人数を計測したもの。また市町村合併や政令指

都市化が国勢調査以降に行われている地域について、集計に大きく影響がある場合は補正を行っていますが、補正が完全ではない場合があります。また同じ地名でも統計データ間で

表記が異なる場合、区市町村までしかマッチせず、人口分布の位置が少しことなる場所に落とし込まれる場合もあり得る。

考察： Ｊ１経験の有無、Ｗ杯スタジアムかどうか、さらに上記グラフ内の注記「※」を勘案すれば、周辺人口と来場者数は非常に高い相関を示す。
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１. えひめ国体の会場としての施設整備について 

ホームページなどで公開されている『えひめ国体マスタープラン：えひめ国体開会式会場

のグランドデザイン』や報道されている内容等で、2017 年えひめ国体のために総合運動公園

の陸上競技場に開会式、陸上競技、さらには J リーグ規準に対応するための改修を加えるこ

とを拝見しています。 

県内唯一の第一種公認陸上競技場ですが築後 30 年を経ており、今後 20～30 年といった期

間、施設を維持するための耐震工事などを国の補助金が拠出される国体開催を機に行うこと

は必須と思われますが、国体のみで必要とされる改修およびＪリーグ規準を満たすため、と

いう改修には再考の余地があると考え、以下に意見を述べさせていただく次第です。 

（１） 開会式会場について 

まず国体の開会式会場について考察しますと、本年開催される千葉国体では、既存の陸上

競技場が築 40 年と老朽化していることから耐震補強工事などを先立って行っていますが、15

億円程度の費用1で耐震工事や小規模な屋根の追加などを行っており、そのまま国体に使用さ

れる模様です。また３万席のうち２万席が芝生席でもあり、開会式は国体史上初、野球場に

（千葉マリンスタジアム）において開催される予定です。 

『えひめ国体開会式会場のグランドデザイン』でも開会式開催場所の候補として坊っちゃ

んスタジアムが挙げられ検討されたようですが、主に入場行進・整列のスペースが不足する

ことを理由に断念されています。行進に使えるグラウンド面の広さという点で、千葉マリン

スタジアムと坊っちゃんスタジアムでは大差なく、千葉マリンで可能であれば坊っちゃんス

タジアムで開催できるものと考えます。愛媛で、 も立派で、全国にその存在を発信すべき

坊っちゃんスタジアムで開会式を行い、陸上競技場への投資を抑えるという選択肢があるの

ではと考える次第です。 

千葉マリンは人工芝、坊っちゃんスタジアムは天然芝、という違いはありますが、a-nation

開催時には総合運動公園陸上競技場にパレットを敷いて対応し、直後にＪリーグの試合の開

催実績もあることから、技術的には問題ないものと考えます。 

また、坊っちゃんスタジアムの唯一といってもいい弱点である、フルカラービジョンを、

国の補助が受けられる国体整備の一環として設置することも考えられると思います。プロ野

球などを開催する際に、フルカラービジョンがあることは大きなポイントになるでしょう。 

このグランドデザインの資料では渋滞の発生、駐車場の絶対数不足、が予測され、その解

消については「園内への第 3 の進入路の新設」といった抜本的な改修が必要とされていまし

たが、その後、計画が縮小の方向と伺っていますので根本的な改善策がないままではと危惧

しています。 a-nation 開催時に匹敵する 3 万人が来場することを考えると、鉄道２路線に

加え、車でのアクセスも（一部でも）外環上道路完成により大幅に優位に立つ中央公園のほ

うが問題なく開催できるのではと考えます。 

もうひとつの要件とされている雨天時の代替施設も同施設内の武道館で満たされると考え

ます。愛媛の木材、加工技術の粋を集めた武道館を全国に発信することも意義深いはずです。

おそらく千葉国体の開会式場決定は愛媛県における検討の後であったと思われますが、まだ

開催まで月日があり、先行事例を踏まえて再度ご検討いただくことを要望します。 
                                                  
1 この工法は日本建築技術協会の賞を獲得しています。別添資料をご参照ください。 
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（２） 陸上競技のための改修について 

陸上競技場としてみると、現陸上競技場はすでに一種公認であり、国体だけのためとした

らレーンの増設などが必要かどうかなど、議論の余地があるのではないかと考えます。 

特にレーン数については、2009 年に 8 レーンしかない広島ビッグアーチで陸上日本選手権

が開催されていることや、そもそも日本陸連の規定では第１種公認の要件として「大規模改

修・改造時には、トラックの面積に許容のあるときは９レーンに改修する。やむをえない場

合は８レーンでも可とする」とされていること、前出の千葉では８レーンのまま国体が開催

される予定であること、などから現状の８レーンのままで開催可能では、と考えます。 

９レーン化を進める理由の一つとして一番内側のレーンが傷みやすいから、という点が懸

念されるようでしたら、トラックの貼り替えを国体の直前に行えば国体の開催には問題ない

のではないでしょうか。一種公認は５年毎ということで、すでに 30 年目の更新のために必要

な手配はなされたものと伺っています。 

この他にも、跳躍競技や投てき競技などのために補助競技場も含めて改修が検討されてい

るものと推察しますが、国体後、国体に匹敵する要件が求められる大会の招致の頻度は低い

と考えるのが妥当と思われますので、『国体改革』の「施設の弾力運用」の方針に基づき１回

の国体のためだけに改修が必要な項目はできるだけ 小限にするべく再度ご検討いただくこ

とを要望するものです。なお、冒頭にも触れましたが、既存の設備の老朽化が進んでいます

ので、定例の大会開催や、構造物、設備などの維持のために国体を機に補修や交換を行うこ

とは当然必要なことと考えます。 

（３） 芝生の貼り替え、スタンド改修工事中のＪリーグの開催について 

ちょうど昨年、Ｊ２リーグのベガルタ仙台のホームスタジアムであるユアテックスタジア

ムでは芝生の貼り替えが行われましたが、動員数が大幅に落ちることが分かっていながら、

前半戦、不便なことで名高い宮城スタジアムを使用せざるを得ませんでした。シーズンオフ

の期間だけでの貼り替えでは対応できなかったわけです。北国であること、スタンド部に屋

根があるために一部日照が遮られるなど、気候条件が異なるとはいえ、国体への改修のなか

に含まれていると思われる「芝生の完全貼り替え」をシーズンオフの 3 か月間だけで完了す

るのは難しいと思われ、仮に無理に行ったとしても芝の根付きが悪く、2009 年の大分のよう

に試合開催が危ぶまれるような可能性も考えられます。これは代替となる競技場が県外にし

かないため特に懸念される問題です。過去には横浜の三ッ沢球技場が芝生の貼り替えを急い

だ（5 月から 8 月に実施）ためにその後の状態がすぐれず、貼り替え後のリーグ戦開催に支

障をきたした例もあります。 

またスタンドの改修はＪリーグ開催期間中も含め、部分ごとに閉鎖しながら時間をかけて

行うことが予想されますが、水戸や岐阜の例では完全に閉鎖して改修工事が行われているこ

とからも、工事を行いながら、本当に支障なく開催できるものかも不安なところです。 

また、当初案より縮小された規模の改修では、Ｊリーグの基準を十分に満たせないと思わ

れ、将来さらなる投資が必要になる可能性があるものと考えます。 

これらの点からも、陸上競技場への改修はひとまず施設維持のために必須なものに留める

べきと考えますがいかがでしょうか。 
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２. Ｊリーグ愛媛ＦＣの試合会場として － 立地環境・アクセスの問題 

わたくしどもは愛媛ＦＣのサポーターグループであり、県内で唯一Ｊリーグが開催できる

会場として、総合運動公園陸上競技場には大変お世話になっており、大変愛着を感じている

るものです。国体へ向けての改修工事は、（Ｊリーグ昇格時には間に合わなかったものも含め）

将来もＪリーグの会場として使い続けるために必要な項目が含まれているものと推察します。

特に全国のＪリーグクラブのホームスタジアムのなかでもバックスタンドについては も観

戦に適さない構造となっていることから、初観戦の人たちに来場を促しても、ゲームの面白

さがなかなか伝わらず、リピーターになりにくいなど、その改修は長年待ち望んだものでし

た。ところが、過去４年の経験をもとに考察をいたしますところ、以下に述べますように、

その改修工事の費用対効果は非常に限定的と思わざるをえないものであり、この点からも総

合運動公園陸上競技場の改修には再考が必要ではと考える次第です。 

（１） スタジアム周辺人口と来場者数の相関 

昇格から４シーズンにわたり、愛媛ＦＣではクラブもサポーターグループもいろいろな取

り組みで少しでも多くの方に来場していただくように努めてきましたが、平均来場者数は横

ばいのままです。その原因を検証すべく、１試合平均来場者数と周辺人口(5km 圏内2)と比較

してみたのが以下のグラフです。一部の例外を除き、ほぼ正の相関を示しています。詳細な

データを別添していますのであわせてご覧ください。 

 

2009 年新加入クラブのなかでもスタジアムの立地環境が似ているカターレ富山とはほぼ

来場者数が同程度となり、5ｋｍ圏内人口が倍近いファジアーノ岡山にはかなり水を開けられ

ている状況です。もちろんクラブの成績や施策による影響もあると思われますが、いかにス

タジアムの立地に左右されるかがご覧いただけると思います。愛媛の場合、Ｊリーグが行っ

ている来場者調査では遠くからの来場者の比率が高いことが報告されていますが、これは逆

に見ればスタジアムの足元には十分な背景人口がいない、ということでもあると考えます。 

                                                  
2 圏内人口は 2005 年国勢調査の統計データを町域（「□□市○○」）単位で地図上に落とし込み、スタジアムを中心とした円形

領域の人数を計測しています。市町村合併や政令指定都市化が国勢調査以降に行われている地域について、集計に大きく影響

がある場合は補正を行っていますが、補正が完全ではない場合があります。また同じ地名でも統計データ間で表記が異なる場

合、区市町村までしかマッチせず、人口分布の位置が少し異なる位置に落とし込まれる場合もあり得ますのでご留意ください。 
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愛媛同様、県内全域をホームタウンとするクラブが増えていますが、頻繁に来場していた

だけるファンを増やすには、観戦のためにチケット料金以外の費用と時間のかからないスタ

ジアム周辺に相当数の人口があることが肝要と考えます。総合運動公園の場合、中心街から

の距離でみると他にも遠いスタジアムはありますが、自転車での来場が難しい標高差、アク

セス道路が十分でないことから発生する終了後の渋滞などを総合的に考えるとワーストに分

類されることは間違いありません。 

Ｊ２リーグの下位クラブ、および今後Ｊ２リーグ昇格を目指している大半のクラブはこの

ような国体のために建設されたスタジアムをホームスタジアムとしていますが、恒常的に集

客をできる立地にないものが大半で、同様に厳しい状況に置かれています。そんななか、長

崎や山口では既存の競技場が築 40 年と老朽化していることから、これまた国体およびＪリー

グ開催が可能な競技場とすべく約 80 億～100 億の費用で立て替えが行われており、集客での

苦労が今から懸念されます。 

 

J1 クラブでは収容人員上限のために平均来場者数が頭打ちになってしまうスタジアムが

あること（G 大阪、柏、千葉など）やクラブによって歴史が大きく異なることもあって、5km

圏内人口との相関が J2 ほどはっきり見えませんが現在の立地ですと J1 に昇格できたとして

もワーストであることには変わりなく、一方、中央公園や堀之内といった立地に新スタジア

ムができれば J1 の中にあっても十分に中位に位置できる環境になると思われます。 

昇格争いしたクラブは来場者数が多いことから「クラブが成績を上げるのが先決」という

見方もあると思いますが、逆に、「入場料収入が安定しているからこそスポンサー収入も安定

し、チーム力も向上する」という見方もあるべきと考えます。 

（２） 新規開場したスタジアムにおける来場者数の変化 

もう一つ、スタジアム環境と来場者数の関係を示す資料を挙げます。以下のグラフは過去

に新規スタジアムが開場した前後の来場者数の推移を示したグラフです。集客におけるＪリ

ーグ 大の成功事例である浦和レッドダイヤモンズやアルビレックス新潟には埼玉スタジア

ムやビッグスワンの存在が大きく寄与したことがうかがえます。 
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また、ジェフユナイテッド千葉のホームスタジアムではフクダ電子アリーナはＪＲ蘇我駅

から徒歩 10 分ちょっとの好立地でもあることから、集客で大きな成果を挙げているだけでな

く、開設と同時にネーミングライツが適用されたこともあり、新興のＡＥＤのメーカーであ

るフクダ電子の社名が全国に幅広く浸透するのに大きな役割を果たしたと思われます。 
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浦和レッドダイヤモンズ

アルビレックス新潟

FC東京

ジェフユナイテッド市原・千葉

大分トリニータ

大宮アルディージャ

愛媛ＦＣ

スタジアム新開場・大改修と来場者数(１試合平均)の推移

フクダ電子アリーナ開場

NACK5大改修

東北電力ビッグスワン開場

味の素スタジアム開場

九州石油ドーム開場

埼玉スタジアム開場
（段階的に開催数増加）

※大宮の2009年の増加は埼スタ

での開催数増が寄与
 

（３） 同一クラブで複数のスタジアムを使用している例 

さらにもう一つ、立地の優劣としてご覧いただきたい事例は二つのスタジアムを併用して

いるクラブ、コンサドーレ札幌とベガルタ仙台です。ベガルタ仙台は 2009 年、ホームスタ

ジアム、ユアテックスタジアムの改修（芝生の貼り替え）により前半戦を宮城スタジアムで

開催しました。 
 

 

札幌 

スタジアム 札幌ドーム 厚別 

5km 圏内人口 約 47 万人 約 35 万人 

2009 年の来場者数 14,816 人（11 試合） 7,017 人（13 試合）

 

仙台 

スタジアム ユアテックスタジアム 宮城スタジアム 

5km 圏内人口 約 34 万人 約 10 万人 

2009 年の来場者数 14,164（11 試合） 11,792 人（14 試合）
 

札幌ドームは屋根付きのワールドカップスタジアムということもあり周辺人口差以上の差

が来場者数にあらわれているようです。ベガルタ仙台はユアテックスタジアムでクラブに根

付いたサポーターが不便を我慢して宮城スタジアムまで出向くことも多いようですが、繰り

返しスタジアムの不要論が出るほどアクセスは劣悪で、いかに施設がワールドカップ仕様で

優れていても、立地が悪ければ活用されない典型的な例です。同一クラブ、同一年度の実績

によりスタジアム環境が来場者数に直結していることがおわかりいただけると思います。 
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３. 国体へむけての改修計画をご再考いただきたい理由 

（１） 愛媛ＦＣの現状と今後 

町田や長崎のように現状Ｊ２基準を満たすスタジアムがなく苦労している地域があること

を思えば、ネーミングライツまで適用され、現行のＪ２規準を 低限満たしているスタジア

ムがあることは非常にありがたいことですが、現在の立地・アクセスでは来場者数の大幅増

は難しいと考えざるを得ず、クラブの発展は難しいと思われます。2010 年に昇格したギラヴ

ァンツ北九州も総合運動公園の倍近い周辺人口があり、来場者数では簡単に抜かれてしまう

可能性があります。（さらに北九州市はすでに専用競技場を新設する方針を発表しています。） 

クラブの経営規模が伸び悩むと、早晩始まる下位リーグ、ＪＦＬとの入れ替え制度により、

降格の危機にさらされる可能性があります。一度分配金やスポンサーを失うと次にＪリーグ

に這い上がることが非常に難しくなることが予想されます。また降格せずとも、クラブ数増

加などによる分配金の低減も予想されます。昨今の経済情勢もあり、スポンサー企業の新規

獲得や広告料の増額が難しいなか、来場者数を大きく増やし、経営の基盤となり得る水準の

入場料収入を安定してあげることが、愛媛唯一の全国区プロスポーツクラブを維持する上で

必須と考えます。 

（２） 愛媛ＦＣの存在意義・価値 

愛媛ＦＣが存在する意義の詳細については本題から離れるため本意見書からは割愛します

が、愛媛ＦＣの経済効果は 2006 年に年間 12 億円余りという試算がなされ、さらに愛媛とミ

カンを全国に発信している効果は計り知れないものがあるはずです。例を挙げますと 2007

年の天皇杯では準々決勝に進出しましたが、試合直後の NHK 総合全国放送午後７時からの

ニュースではスポーツに切り替わった冒頭にミカンを全面的にモチーフとした愛媛ＦＣのマ

スコット（オ～レくん、たま媛ちゃん）が大写しになったこともあります。直近では高速道

路料金 1,000 円の恩恵もあり、岡山から千人近いサポーターが来場しましたが、相当な人数

が前泊し観光していただいた模様です。少しさかのぼれば札幌から 500 人近いサポーターが

来松し、試合の終わった夜、数多くの方々が道後を散策していたこともあります。陸上競技

場に適用されているネーミングライツは同様な他県の施設の例と比較してもそん色ない金額

であり、これも愛媛ＦＣによる全国への情報発信があってこそ実現しているものです。 

（３） 国体へ向けての改修への疑問と再考余地 

しかるに上述の通り、現在の立地・アクセス環境では来場者数の大幅な増加は見込めない

と想定せざるを得ないため、本来、待望されていた陸上競技場の改修を行っていただくべき

ものかどうか大きな疑問を抱くにいたりました。他県の例では国体開催の 3～４年前に改修、

建築工事が行われることが多いことから、今少し再考のお時間をとっていただくことはでき

ないものかと考える次第です。（代替競技場がないため、実際に使用しながら部分工事を繰り

返す必要があることは理解していますが、あと 1 年～２年はお待ちいただけるのでは、と素

人ながら考えるところです。） 

（４） 新球技場について 

一方で、わたくしどもの夢である、立地・アクセスに優れた場所に新球技場を開設するこ

とには、まだ各自治体や県民の皆様の多くのご支持が得られる状況でないことは理解してい
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ます。わたくどもは、愛媛ＦＣの存在意義・価値を草の根から訴え、愛媛ＦＣのサポートの

輪を大きく広げていくことで、一人でも多くの方のご賛同を得られるように努力しなければ

なりません。また、ご再考いただいている間に愛媛ＦＣ自身にも 大限頑張っていただき、

Ｊ１が伺えるような中位から上位にあがっていただくことで、県民の方々に 22 万人の署名を

いただきＪリーグ昇格を決めた 2005 年のようなご理解をいただけることを願っています。 

新球技場の候補地や開設に向けてのさまざまなアイデアについても考えているところが数

多くありますが、ひとまずは国体へ向けての改修をご再考いただき、できれば費用を削減し

ていただく間に、県民のみなさんのご理解を得るための活動のなかでご提案していくべきも

のと考えています。 

以上 

 

愛媛サポートクラブ 

（愛媛県プロスポーツ地域振興協議会会員） 

代表 和泉逸平 

 



��月刊建設０５－０８

及び耐震壁の新設、鋼板巻き柱補強を行った。

②老朽化への対応として、防水、内外装、電気設備、給

排水衛生設備、空調設備等の改修工事を行った。ま

た、竣工当初のデザインを残すとともに、山武杉の

間伐材を腰壁等に使用し、県内産材料の使用に努め

た。

③バリアフリー対応のため、「ハートビル法」及び

「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づき、床の段

差解消や手摺の設置をはじめ、身体障害者用のエレ

ベーター、観覧席、トイレ、更衣室、シャワー室等

を整備し、施設利用者への利便性を図った。

おわりに

　これまで親しまれてきた当施設のイメージを損な

うことなく改修工事を終え、平成１６年１１月２３日に行

われた国際千葉駅伝を皮切りに、平成１７年８月には

全国高等学校総合体育大会（千葉きらめき総体）で

の主会場にも予定され、今後より一層利用されるこ

とを期待しているところである。

　今回の改修工事費は１�当たり約１５万円であり、

類似施設の新築工事と比較して１/２以下となるこ

とから、費用対効果の高い事業であったと思われる。

総合スポーツセンター陸上競技場再整備事業

事業の概要

　当陸上競技場は、昭和４１年７月の開設以来、昭和

４８年に開催した「若潮国体」での主会場をはじめ、

県を代表する陸上競技場として数多くの競技会で利

用されてきた。約４０年の経年による施設の老朽化が

進み、耐震補強の必要性も生じたため、平成１５・１６年

度の２ヵ年で耐震改修及び内外装改修工事を行った。

施設概要

�主要用途：観覧場

�構　　造：鉄筋コンクリート造

　　　　　　一部鉄骨鉄筋コンクリート造

�階　　数：地上３階建て

�延べ面積：１０,３１８�（観覧席含む）

�事業期間：平成１５年１０月～平成１６年１１月

�事 業 費：約１５億円

事業の特徴

　今回の事業においては、既存の構造躯体を生かし、

公共施設として求められている機能を確保するため、

次の事項を重点とした改修工事を行った。

①耐震性能向上のため、既存スタンドのSRC屋根を

撤去し、膜構造による軽量化を図り、鉄骨ブレース

受賞機関  千葉県県土整備部施設改修課

全建賞 建築部門

賛助会員　㈱熊谷組東関東支店

メインスタンドの膜構造屋根

耐震補強部の鉄骨プレース



メインスタジアムの立地比較 2010年２月作成（候補地、他県事例追加）

5km圏内 10km圏内 15km圏内 20km圏内 差 ｽﾀｼﾞｱﾑ 市街地 （規準地点）

山形 NDソフトスタジアム 66,158 235,129 436,949 497,778 24 m 124 m 100 m (山形駅付近) 10.9 km （最寄駅は天童）

鹿島 カシマサッカースタジアム 50,512 97,267 183,893 283,728 11 m 34 m 23 m (鹿嶋市市街地) 3.4 km
浦和 埼玉スタジアム 197,708 2,000,792 3,840,614 7,101,091 11 m 3 m 14 m (浦和駅付近) 7.5 km （最寄駅は浦和美園）

大宮 ナックファイブスタジアム 624,912 1,561,735 3,582,786 6,248,295 1 m 13 m 12 m (大宮駅付近) 1.4 km
千葉 フクダ電子アリーナ 238,645 913,706 1,476,448 2,299,145 5 m 5 m 10 m (千葉駅付近) 4.1 km （最寄駅は曽我）

柏 日立柏サッカー場 468,013 1,261,744 2,668,244 5,371,035 7 m 12 m 19 m (柏駅付近) 1.6 km
Ｆ東京 味の素スタジアム 704,446 3,106,750 6,939,649 11,911,131 9 m 42 m 33 m (調布市市街地) 2.2 km
川崎 等々力陸上競技場 1,086,462 4,148,511 6,963,380 11,127,274 7 m 9 m 2 m (川崎駅付近) 7.2 km （他に複数の最寄り駅）

横浜M 日産スタジアム 705,824 2,982,949 6,208,993 9,283,761 3 m 4 m 7 m (横浜駅付近) 5.2 km （最寄駅は新横浜）

新潟 東北電力ビッグスワンスタジアム 257,114 544,530 733,583 865,052 中心 -1 m 1 m (新潟駅付近) 3.3 km
清水 アウトソーシングスタジアム 159,620 529,381 688,366 745,943 74 m 77 m 3 m (清水駅付近) 4.4 km
磐田 ヤマハスタジアム 125,852 340,575 811,727 1,087,715 0 m 5 m 5 m (磐田駅付近) 2.8 km
名古屋 名古屋市瑞穂陸上競技場 654,645 2,086,322 3,150,569 4,329,834 6 m 7 m 1 m (名古屋駅付近) 7.6 km
京都 京都市西京極総合運動公園陸上競技場兼球技場 650,675 1,464,227 2,180,768 3,028,817 2 m 23 m 25 m (京都駅付近) 4.3 km
Ｇ大阪 万博競技場 631,989 2,386,108 4,670,600 7,063,403 27 m 36 m 9 m (吹田駅付近) 5.6 km （他に複数の最寄り駅）

神戸 ホームズスタジアム 324,444 825,579 1,391,057 2,026,187 2 m 4 m 6 m (三宮駅付近) 4.5 km （他に複数の最寄り駅）

広島 広島ビッグアーチ 77,685 660,336 995,705 1,093,465 171 m 173 m 2 m (広島駅付近) 8.8 km
大分 九州石油ドーム 182,387 428,804 470,673 567,965 85 m 90 m 5 m (大分駅付近) 6.0 km

5km圏内 10km圏内 15km圏内 20km圏内 差 ｽﾀｼﾞｱﾑ 市街地 （規準地点）

札幌 札幌ドーム 475,033 1,212,662 1,842,718 2,127,591 56 m 72 m 16 m (札幌駅付近) 7.5 km
仙台 ユアテックスタジアム仙台 339,437 869,286 1,256,665 1,358,242 21 m 14 m 35 m (仙台駅付近) 6.6 km （最寄駅は泉中央）

水戸 ケーズデンキスタジアム水戸 119,161 323,196 554,941 720,137 14 m 28 m 14 m (水戸駅付近) 6.5 km
栃木 栃木県グリーンスタジアム 155,306 558,784 758,305 982,368 12 m 100 m 112 m (宇都宮駅付近) 6.6 km
草津 正田醤油スタジアム 172,920 493,772 858,357 1,157,692 8 m 112 m 104 m (前橋駅付近) 3.7 km
東京Ｖ 味の素スタジアム 704,446 3,106,750 6,939,649 11,911,131 9 m 42 m 33 m (調布市市街地) 2.2 km
横浜FC ニッパツ三ッ沢競技場 789,865 2,472,084 5,163,215 8,264,137 45 m 47 m 2 m (横浜駅付近) 1.8 km
湘南 平塚競技場 324,994 858,807 1,665,806 2,939,564 2 m 9 m 7 m (平塚駅付近) 1.9 km
甲府 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 153,165 419,320 535,042 631,903 18 m 253 m 271 m (甲府駅付近) 5.3 km
富山 富山県総合運動公園陸上競技場 68,392 320,525 473,006 637,806 33 m 39 m 6 m (富山駅付近) 8.5 km
岐阜 岐阜メモリアルセンター長良川競技場 240,995 609,026 1,040,253 1,756,406 5 m 17 m 12 m (岐阜駅付近) 3.7 km
Ｃ大阪 大阪長居スタジアム 1,074,129 2,982,627 5,062,678 7,433,316 9 m 9 m 0 m (長居駅付近) 0.0 km
徳島 ポカリスエットスタジアム 54,217 112,279 334,754 466,329 1 m 1 m 2 m (徳島駅付近) 12.0 km
岡山 桃太郎スタジアム 182,387 603,791 788,668 1,072,972 2 m 4 m 2 m (岡山駅付近) 1.6 km
愛媛 ニンジニアスタジアム 94,952 436,478 578,549 623,689 64 m 83 m 19 m (松山市駅付近) 8.3 km
福岡 レベルファイブスタジアム 446,455 1,397,697 1,933,938 2,166,796 12 m 15 m 3 m (博多駅付近) 3.7 km
鳥栖 ベストアメニティスタジアム 105,861 453,225 719,843 1,194,049 0 m 17 m 17 m (鳥栖駅付近) 0.2 km
熊本 熊本県民総合運動公園陸上競技場（KKWING） 140,310 552,661 790,387 927,009 70 m 79 m 9 m (熊本駅付近) 11.7 km

愛媛 ニンジニアスタジアム 94,952 436,478 578,549 623,689 64 m 83 m 19 m (松山市駅付近) 8.3 km
愛媛 参考　松山中央公園（坊っちゃんスタジアム） 300,243 551,636 597,825 633,383 4 m 23 m 19 m (松山市駅付近) 3.2 km
愛媛 参考　松山堀之内 377,929 535,184 612,896 631,820 0 m 21 m 21 m (松山市駅付近) 0.8 km
愛媛 参考　エミフルＭＡＳＡＫＩ 139,248 494,954 582,364 621,564 0 m 4 m 4 m (古泉駅付近) 0.4 km 7.5km圏では29.5万人

愛媛 参考　南江戸中央浄化場 338,473 539,163 599,995 634,234 9 m 10 m 19 m (松山市駅付近) 1.7 km
北九州 参考　北九州市立本城陸上競技場 196,260 551,479 865,752 1,240,114 4 m 2 m 6 m (折尾駅付近) 3.6 km
鳥取 参考　とりぎんバードスタジアム 82,757 173,739 201,137 229,277 7 m 12 m 5 m (鳥取駅付近) 3.9 km
長崎 長崎県立総合運動公園陸上競技場 126,674 174,842 325,503 669,678 4 m 14 m 18 m (諫早駅付近) 1.5 km
松本 参考　松本平広域公園　アルウィン 74,439 310,501 368,081 480,295 60 m 639 m 579 m (松本駅付近) 7.2 km

※

※

メインスタジアム名
域内人口（赤字はリーグ上位５、青字は下位５） 標  高 直線

距離
備考

Ｊ１クラブ略称 メインスタジアム名

Ｊ２クラブ略称

圏内人口は2005年国勢調査の統計データを町域（「□□市○○」）単位で地図上に落とし込み、スタジアムを中心とした円形領域の人数を計測しています。また市町村合併や政令指定都市化が国勢調査
以降に行われている地域について、集計に大きく影響がある場合は補正を行っていますが、補正が完全ではない場合があります。また同じ地名でも統計データ間で表記が異なる場合、区市町村までしか
マッチせず、人口分布の位置が少しことなる場所に落とし込まれる場合もあり得ますのでご留意ください。

標高は自転車での来場し易さの目安として掲載

標  高 直線
距離

備考
域内人口（赤字はリーグ上位５、青字は下位５）




