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Sporting City 
Saitama

スポーツ都市 :
さいたま市

浦和レッドダイヤモンズ
Urawa Red Diamonds
浦和レッドダイヤモンズ（通称：浦和レッズ）は1992年のJリーグ発足時、三菱
自動車サッカー部を母体としてクラブが発足。2006年にJリーグ年間王者、
2007年には日本のクラブ初となるACL（アジアチャンピオンズリーグ）王者に
なるなど多くのビッグタイトルを獲得してきました。
運動量の多さと豊富なパスワークによる攻撃的サッカーが身上です。ユース

チーム、ジュニアユースチームのほか、2013年にはジュニアチームも立ち上が
りました。アジアでの知名度も高く、海外にもレッズファンがいます。
レッズのチーム練習が行われるさいたま市大原サッカー場は、一般ファン向け
観戦スタンドも設置されているので見学が可能です。
また、浦和レッズレディースもなでしこリーグ
で活躍しています。（リーグ優勝2回、2009年、
2014年。）

With Mistubishi Motor Soccer Club as its par-
ent organization, Urawa Red Diamonds (also 
known as Urawa Reds) was established in 
1992. The team won a number of big titles in-
cluding the J-League championship in 2006, 
and the ACL (AFC Champions League) cham-
pionship in 2007 for the first time as a Japanese team.

Urawa Reds has established its aggressive soccer style with energetic 
movement and skillful passing work. The organization also has Youth Team, 
Junior Youth Team, and Junior Team, which was founded in 2013. The team 
is very popular in Asian countries as well and has many fans overseas.

Urawa Reds’ daily practice routine takes place at Saitama City Ohara Soc-
cer Field. This soccer ground accommodates fans to watch the players practic-
ing at the spectator space.

Urawa Reds Ladies plays in the Nadeshiko League (Japan Women’s 
Football League) and won the league title twice, in 2009 and 2014.

大宮アルディージャ
Omiya Ardija 
大宮アルディージャは1969年に創部の旧NTT関東サッカー部
が母体となったクラブです。地元に根ざし、粘り強いプレーで地
元ファンの熱い声援を受ける50年近い歴史を持つ地域密着型の
チームです。
試合観戦のファンも家族連れが多く、ファンクラブ加入のファミ

リーには様々な特典があります。これまで浦和レッズとのさいたま
ダービーでは幾多の名勝負を繰り広げてきました。
ホームスタジアムのNACK5スタジアム大宮は1964年の東京
オリンピックや1979年のワールドユースサッカーでマラドーナが
活躍した由緒あるスタジアムです。迫力溢れる生のプレーを間近
で観られサッカーの興奮と醍醐味を随所に感じることができます。

Omiya Ardija is a soccer club founded in 1969 as NTT 
Kanto Soccer Club. Deeply rooted in the local commu-
nity for nearly 50 years, the team’s tenacious soccer 
style has earned passionate cheering from local fans. 

Many families come to see their games and the 
fan club’s family membership allows them special 
privileges. Omiya Ardija has played a number of 
memorable games against Urawa Reds in the Saita-
ma Derby. 

Omiya Ardija’s home stadium, NACK5 Stadium Omiya, 
has a long history and hosted the 1964 Tokyo Olympics 
as well as the World Youth Soccer in 1979, when Diego 
Maradona dominated the games. You will see powerful 
games live at close range and feel the excitement that soc-
cer games give you.   

ツール・ド・フランス
さいたまクリテリウム
Le Tour de France  SAITAMA CRITÉRIUM
2013年にツール・ド・フランス100回大会を記念して開催
されたサイクル・ロード・レース大会。フランス及びその周
辺国以外で「ツール・ド・フランス」の名を冠した大会が世界
で初めてさいたま市で開催されました。
さいたま新都心の特設コースを自転車が疾走する様子
は本場のツール・ド・フランスを彷彿させます。
2014年は、さいたまスーパーアリーナ内部を通過する

コースレイアウトとなり、スーパーアリーナ内のスタンドか
ら選手の奮闘振りを観戦することができました。
さいたま市の代表的スポーツイベントのひとつとして
2015年も引き続き、開催が予定されています。

This bicycle race first took place in Saitama City in 2013 commemorating the 100th 
anniversary of the Tour de France. This is the first race in the world with the name of 
“Tour de France” that is held outside of France and its neighboring countries. 

Racers pedal a bike and speed along a special course in Saitama New Urban 
Center just like that in the Tour de France in France. In the second version held in 
2014, the course was changed and part of the course goes through inside Saitama 
Super Arena, which enabled many people to see the racers riding from stands in 
the Arena. 

The event is to be scheduled also in 2015 as one of the major sports events in 
Saitama City. 

スポーツ都市を標榜するさいたま市はスポーツ
の盛んなまちです。Jリーグに2つのクラブチー
ムを擁するさいたま市は全国屈指のサッカーのま
ち。サイクルロードレース大会が開催されたり、
女子プロ野球チームがあったりさまざまなスポー
ツに触れることができます。

Saitama calls itself the sporting city, and is indeed 
a sports powerhouse in the country. !e city, which 
is home to two J-League soccer teams, is one of 
the major soccer cities in Japan. Also as a venue of 
cycle road races and home to a women’s professional 
baseball team, Saitama will provide you with oppor-
tunities to enjoy di"erent sports.

さいたま市はサッカーのまちにふさわしく、市内には埼玉スタジアム2002やNACK5ス
タジアム大宮など全国で唯一、J1規定を超えるサッカースタジアムが3施設整備されてい
ます。さらに、日本最大級の大型アリーナであるさいたまスーパーアリーナでは数々のス
ポーツイベントが開催され、多くのスポーツファンが集ってきます。スポーツ都市さいたま
市でスポーツを観戦してみたり、一緒にプレーしてみませんか？

With the above-mentioned soccer teams, Saitama is home to three soccer stadiums, 
including Saitama Stadium 2002 and NACK5 Stadium Omiya, whose facilities are 
built according to a standard beyond the J1 regulations. One of Japan’s largest sports 
arenas, Saitama Super Arena, holds various sporting events that attract many sports 
fans. Saitama, the sporting city welcomes you to enjoy watching and playing sports. 

埼玉スタジアム2002 
 Saitama Stadium 2002 


