
【市町村別】

No 市町村名 競技名 競技予定会場 主管団体名

1 十和田市 パークゴルフ
八甲田パノラマパークゴル
フ場

青森県パークゴルフ協会連
合会

2 むつ市 フライングディスク
しもきた克雪ドーム及び
ウェルネスはらっぱる

青森県フライングディスク
協会

3 今別町 年齢別バドミントン いまべつ総合体育館 青森県バドミントン協会

4 田村 ３Ｂ体操
田村農業者トレーニング

センター
日本３Ｂ体操協会青森県支
部

5 外ヶ浜町 ペタンク
外ヶ浜町立蟹田小学校グラ
ウンド

青森県ペタンク協会

6 鰺ヶ沢町 マスターズスイミング 鰺ヶ沢町室内温水プール 青森県水泳連盟

7 深浦町 ノルディックウォーキング 深浦町内野外コース 深浦町教育委員会

8 藤崎町 スポーツ吹矢 スポーツプラザ藤崎 青森県スポーツ吹矢協会

パラグライディング
大鰐温泉スキー場及び大鰐
あじゃら公園ラグビー場

青森県ハング・パラグライ
ディング連盟

オリエンテーリング
大鰐町地域交流センター鰐
come及び町内

青森県オリエンテーリング
協会

10 田舎館村 ユニカール 田舎館村民体育館 青森県ユニカール協会

ふれあいゲートボール 板柳町民ゲートボール場 青森県ゲートボール協会

ウオーキング 板柳町内 青森県ウオーキング協会

12 鶴田町 マラソン＆ウォーキング 津軽富士見湖周辺 鶴田町体育協会

13 中泊町 ビーチサッカー 中泊町折腰内ビーチ
中泊町ビーチサッカーinこ
どまり実行委員会

14 橫浜町 マラソン 橫浜町大豆田地区特設会場
菜の花フェスティバル実行
委員会

15 東北町 女子ソフトボール
東北町南運動公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場
東北町南運動公園多目的運動場

青森県ソフトボール協会

スポーツチャンバラ おいらせ町民交流センター
青森県スポーツチャンバラ
協会

ファイン・ボール
おいらせ町下田公園キャン
プ場及びイベント広場

日本ファイン・ボール協会

空道
おいらせ町いちょう公園体
育館

青森県空道協会

17 大間町 ウオーキング 大間町内 大間町住民福祉課

18 東通村 ソフトバレーボール 東通村体育館
東通村スポーツフェスティ
バル実行委員会

19 風間浦村 ノルディックウォーキング 風間浦村内 風間浦村村民生活課

20 佐井村 ふれあいソフトボール
佐井村立佐井中学校グラウ
ンド

佐井村スポーツ推進委員協
議会

21 三戸町 パークゴルフ さんのへパークゴルフ場
青森県パークゴルフ協会連
合会

22 田子町 マラソン
創遊村２２９スキーランド
特設コース

スポネットたっこ

23 階上町 フロアボール 階上町立道仏中学校 青森県フロアボール連盟

24 新郷村 ウオーキング 新郷村内 三ツ岳スポーツクラブ

第８０回国民スポーツ大会デモンストレーションスポーツ会場地市町村第一次選定

16 おいらせ町

11 板柳町

9 大鰐町
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第５回常任委員会 決定



【競技別】

No 競技名 市町村名 競技予定会場 主管団体名

十和田市
八甲田パノラマパークゴル
フ場

三戸町 さんのへパークゴルフ場

2 フライングディスク むつ市
しもきた克雪ドーム及び
ウェルネスはらっぱる

青森県フライングディスク
協会

3 年齢別バドミントン 今別町 いまべつ総合体育館 青森県バドミントン協会

4 ３Ｂ体操 田村
田村農業者トレーニング

センター
日本３Ｂ体操協会青森県支
部

5 ペタンク 外ヶ浜町
外ヶ浜町立蟹田小学校グラ
ウンド

青森県ペタンク協会

6 マスターズスイミング 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町室内温水プール 青森県水泳連盟

深浦町 深浦町内野外コース 深浦町教育委員会

風間浦村 風間浦村内 風間浦村村民生活課

8 スポーツ吹矢 藤崎町 スポーツプラザ藤崎 青森県スポーツ吹矢協会

9 パラグライディング
大鰐温泉スキー場及び大鰐
あじゃら公園ラグビー場

青森県ハング・パラグライ
ディング連盟

10 オリエンテーリング
大鰐町地域交流センター鰐
come及び町内

青森県オリエンテーリング
協会

11 ユニカール 田舎館村 田舎館村民体育館 青森県ユニカール協会

12 ふれあいゲートボール 板柳町 板柳町民ゲートボール場 青森県ゲートボール協会

13 マラソン＆ウォーキング 鶴田町 津軽富士見湖周辺 鶴田町体育協会

14 ビーチサッカー 中泊町 中泊町折腰内ビーチ
中泊町ビーチサッカーinこ
どまり実行委員会

橫浜町 橫浜町大豆田地区特設会場
菜の花フェスティバル実行
委員会

田子町
創遊村２２９スキーランド
特設コース

スポネットたっこ

16 女子ソフトボール 東北町
東北町南運動公園ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場
東北町南運動公園多目的運動場

青森県ソフトボール協会

17 スポーツチャンバラ おいらせ町民交流センター
青森県スポーツチャンバラ
協会

18 ファイン・ボール
おいらせ町下田公園キャン
プ場及びイベント広場

日本ファイン・ボール協会

19 空道
おいらせ町いちょう公園体
育館

青森県空道協会

板柳町 板柳町内 青森県ウオーキング協会

大間町 大間町内 大間町住民福祉課

新郷村 新郷村内 三ツ岳スポーツクラブ

21 ふれあいソフトボール 佐井村
佐井村立佐井中学校グラウ
ンド

佐井村スポーツ推進委員協
議会

22 ソフトバレーボール 東通村 東通村体育館
東通村スポーツフェスティ
バル実行委員会

23 フロアボール 階上町 階上町立道仏中学校 青森県フロアボール連盟

(留意事項）
　開催予定施設は、現時点で競技を開催できる能力を有する施設として判断したものであり、
今後会場の変更が生じる場合がある。
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合会1 パークゴルフ
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大鰐町

7 ノルディックウォーキング


