
伝 ハー小笠山総合運動公園
ヒ~《 Ogasayama Sports Park 



スポーツ観戦から、自然とのふれあい、そして健康づくりまで。

小笠山の豊かな自然の中、 「健康とスポーツと 自然」をテーマに、

誰もが親しめる空間として生まれた小笠山総令運動公園n

静岡県袋井市と掛川市にまたがる小笠山北西麓に広がる、

269haもの壮大な圏内には、静｜両県を代表するエコパスタジアムを中心に、

健康づく りからレク リエーション、自然、散策などができるさまざまな施設があります。

小さな子どもから高齢者、障害をもっ方まて＼すべての人が安全に利用できる

快適空間をどうぞお楽しみくださ ＼， 'o 

・工コパスタジアム
陸上からサッカ一、スポーツ・芸
能文化まで、多彩なイベントの舞

台と花よる県下愚大のスタジアム。
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eJ R東海道本線「愛野駅J方面の公園入

口より工ン トランス広場に続く「ペデス

トリアンデッキJlet、徒歩や自転車で訪

れる人の専用通路。全長 190m、幅員

lOmのゆとりがイベン卜時の渋滞混乱

を緩和し、快適に誘導します。

・公園入門の階段部分には「動く歩道jと「ス

ロープ力一（小型

モノレール）Jを

設置。「スロープ

カー」には、ベビ

ーカーや車椅子の

方でも、安心して

乗車できます。

・公圏内の主主よ通路か5は段差をなくし、

坂は勾配を 5%以内とし、ゆるやかに通

行しやすくしています。視覚障害の方へ

の誘導ブロックも各所に配置しています。

．ベビーシートなどを設置した「ファミリ

ートイレ（多目的トイレ）Jを台所に設置。

障害者や高齢者、親子など、誰もが使い

や弓いトイレです。

．工コパアリーナ
スポーツはもちろん、コンサート
や展示会の会場にも怒る県下最

大のアリーナ。
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・補助競技場
天然芝ピッチと全天候型 6レー
ンを持つ競妓場。投てき；易も併

設しています。



至法多山
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．人工芝ピッチ

日本サッカー協会公認の人工芝グ

ラウンド。

・多目的運動広場
サッカー・アーチェリーやイヘン

トに利用できる天然芝のスペース。
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里再議開

・芝生広場、クラウンド

ソフトポール・グラウンドゴルフ

やサッ力ーに最適。
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小笠山の豊かな向然の中て＼野鳥や植物など、

凶季折々の自然とのふれあいを楽しめます。



JR愛野駅から徒歩15分。

公園入口まで専用通路がエスコート。
クルマでのアクセスも便利です。
静岡県袋井市と掛川市にまたがる小笠山北西麓｜こひろがる、

広さ269haのJj＼笠山総合運動公園ヘIi、電車、車とも

交通アクセスは良好です。お気軽にご来園くださいu
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（浜松～袋井約17分） I 

＠－ （袋井～愛野約3分）

JR実海道本線
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・（徒歩約15分）

小笠山総合運動公園
エコパスタジアム・エコパアリーナ

。愛野駅方面かうの歩行者入口付近l」は「動く歩道Jと「スUープ力一Jを設置。

さbに工ントランス広坂に続く｜ペデストリアンデシキJを設置。全長190m、

幅員！Omのゆとりの広さはイベン卜時の入退場者三J安全・快適に誘導します。

【・車利用の場合仁三刊二 ・-.-•• . : _'.;:・・ ¥" ・: . . ‘J】

高速道路利用の場合

（約9分）

小笠山総合運動公園
エコパスタジアム・ 工コパアリーナ

、4・・・...IA東海道本線、，恩哩’曹司宮… … 
（パス約7分） 可＿...（約18分）

小笠山総合運動公園
エコパスタジアム・ヱコパアリーナ

....’ 
（徒歩約15分）

［小笠山総合運動公園の縦要1.Tコパスタジアム

第H重公認僅よ続技場

Jリーグ基準対応フィールド

観客席 50889席

・補助競按窃

第3種公認陸上税技場

．人工芝ピッチ

・投てき練習場

・二コパアリ－）

最大10.000人収容

卜｜ノーニツグJI；一人

・二コパサブアリ ーナ（2009年4月供用苅始）

．多目的運動広場

・芝生広場

・クラウンド

・ふれあいの森散策道（自然遊歩溢）

・保全森林

．二コパピオ卜ーブ

・駐車場

普通車約3.COO台、大型パス150台

障害者用50台

．動く歩道、スロープカ （小型モノレル）

小笠山総合運動公園
静岡県サッカー協会グループ

工コパハウス ‘ 
干437-0031静岡県袋井市愛野ε300-1

-Fl nR九月－4l -1 ROO FAX 0538 -~ 1-1807 

http://www.ccopo.jp 
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工コパスタジアム
袋井市愛野2300・1

静岡県小笠山総合運動公園

http://www.ecopa.jp/ 

http://www.ecopa.jp/english/ 



陸上競技 サッカー ラグビー

工コパスタジアム
静岡県小笠山総合運動公園
（公財）日本陸上競技連盟の第1種公認陸上競技場で、サッカ一等多目的に利用されている。

2002年FIFAワールド‘力ッブの開催会場ともなった、園内有数の大型スタジアムである。

2019年ラク‘ピーワールドカップ日本大会の開催会場のひとつになることが決定している。

小笠山の豊か芯自然につつまれた、緑あふれる小笠山総合運動公園の中核施設で

ある『工コパスタジアムjは、5万人収容の充実した設備を誇る、県下最大の多目的

競技場。

用途．陸上競技、サッカー、コンサート、文化芸能イベント、展示会 他

｛小笠山総合運動公園内施設］

工コパアリーナ・サブアリーナ、補助競技場、投てき練習場、人工芝グラウンド、多目

的運動広場、芝生広場

・施設プロフィール

開 業／2001年3月

所有者／静岡県交通基盤部都市局公園緑地課

管理運営／静岡県サッカ一協会グループ 工コパハウス

競技施設／トラック 400m×9コース（全天候型舗装）、フィールド 107m×72m

天然芝（Jリーグ基準対応フィールド）

キリンチャレンジ．カップ2012
日本代表vsアゼルパイジャン
(2012年5月23日開催）

・施設概要

静岡国際陸上（例年5月開催）

2003NEW！わかふじ国体会場
（開会式・陸上競妓）

建築概要／SRC 地下1階地上6階

延床面積（「n)/83.278.69m2

2002 FIFAワールドカップ：準々 決勝
イングランド代表VSブラジル代表

他全3鼠合開催

ラグビーワールドカップ
(2019年9～10月開催予定）

観寄席・収容人員／全50.889席 ※2居式スタンド（全席画席背もたれ付き）

駐車場台数／普通車約3.000台、大型パス150台、障害者用50台（併設の工コパアリーナと共通）

投てき場 会議室 トレー二ングルーム

附属霞備

飲食施設（レストラン、力

売店設備

トレー二ング・フィットネ：

救急処置施設

マッサージ室

シャワー・更衣室

サウナ／スチームルーム

休憩・リフレッシユスペー

会議室／ミーテインク、ル一

夜間照明

AED設置

WトFi接続

その他
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詳細内容

隣接するエコパアリーナ内にカフェ有り。土日祝日のみ営業。

イベント開催時出店用20ブース有り

隣接する工コパアリーナ内にトレー二ングルーム有リ

救護室・医務室（医師・看護師の常駐なし）

選手更衣室 1～4に付帯

更衣室1～4、選手更衣室1～4に付帯、（温水シャワー）

小笠山公圏内に、自然散策道、ビオ卜ープ有リ

大会運営室、オペレーションルーム、会議室、研修室、レセプションルーム

ナイタ一施設 1,500ルクス

スタジアム2台、アリーナ2台、人工芝ピッチ1台（小笠山総合運動公園）

大会運営室 1仁、大会運営室2A、研修室1、記録室でルータ一貸出可能

パックグラウンド‘写真判定室、大型映像装置（9.6m×19.2m）、警備室、アナウンス室、放送局用放送ブース、チケットブース、記録室、

インフォメーション、ドーピンク‘コントロール室、ウオーミングアップ室、身障者席



・交通のごあんない
東京からの総距隣 227.0km 所要時間 3時間 10分

ll!；酉遭新幹線
静岡県

東京駅 成田国際空港 東名高車道路をご利用の場合 ｛軍事～掛川豹2時間54分）
li：車利用の場合

西国際空港

・近隣の主な宿泊施設

葛城 北の丸 袋井プリンセスホテル
部虚数／49宣 JR掛川駅より車で約35分 部置数／55重 JR袋井駅より徒歩13分
JR袋井駅より車で約25分 エコパス?Iジアムまで車で約30分 エコパス?Iジアムまで車で約1自分

・近隣の観光・レジャー施設

新東名高遭遇路をご利用町場合

東名高速道路のf!IJIIインターチェンジjから約8分
「袋井インターチヱンジjから約14分

JR車；耳週斬”時。 JR東4胃道本帽をとがtll習の唱合

（軒大臣句訴訟約1時間39骨） （軍曹～掛川約1時間40分）

（浪松～制約17分） ： JR東i澗柑
，ι ~ ，｛鉛Ill～量野約5骨｝

I袋鉾 ト・.....孟占耳目トー・4

（僻～量野駒3骨 司・F
：（徒歩約15分）

．．圃，且’~~"'Ji認E副，，・

JR東海道本銀「愛野駅jから徒歩15分

掛川グランドホテル
部屋数／9？，室 JR掛川駅より徒歩1分
ヱコパス?Iジアムまで車で約15分

香りの丘茶ピア 可陸斎（遠州三山） 掛川城
知って、見で、体験できる、お茶の総合体験ラント・火防総本山、秋葉総本臓と称される曹洞宗 「内助の幼jの逸障で有名な山内一豊が建立し、 9.000平方メートルの大，E霊に糞しい花々と

屈指の名刺 その爽しさから「東海の名妓jと呼ばれた減． 察しい鳥類を一向に集めた夢の空間

掛川花鳥圏

東京からのアクセスも良く、

東京と同様の

気象条件の下で、

トレーニングできます。

・気候比較表（東京と静岡の気温と降水量比較／参考資料）
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＊記載数値は、1981年～2010年の30年間の平均値です．


