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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。 



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 － 総合運動公園 

6 

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 
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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）


