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リーガ・エスパニョーラ （Liga BBVA） ２００９-２０１０ チーム紹介
F.C. バルセロナ (バルセロナ県バルセロナ)
ホームスタジアム
カンプ･ノウ (Camp Nou) 収容人数 98,787 人
住所：Av.Arístides Maillol, 12-18, 08038 Barcelona
アクセス
地下鉄Ｌ５線 Collblanc 駅またはＬ３線 Palau Reial 駅下車
練習場
シウダッド・デポルティバ・ジョアン・ガンペル (La Ciudad Deportiva Joan
Gamper)。カンプ・ノウスタジアムから約４．５キロ（Sant Joan Despí）
スタジアム見学ツアー スタジアム内のサッカー博物館及びスタジアムの見学ガイド付き。
月曜～土曜１０時～１８時３０分（４/０６～１０/０４は２０時まで）
日曜・祝日１０時～１４時３０分
見学ツアー料金：１７€（６～１３歳は１４€、６歳以下・会員は無料）
※試合日は１０時～１５時の間ツアーは行われません。
※ツアー受付は、閉館の１時間前まで。
※１月１日、６日、１２月２５日は閉館
※チケット窓口：７番または９番ゲート近く
ホームページ
www.fcbarcelona.com （西語、カタルーニャ語、英語、日本語）
レアル･マドリッド C.F. (マドリッド県マドリッド)
ホームスタジアム
サンティアゴ･ベルナベウ (Santiago Bernabéu) 収容人数 80,354 人
住所：Calle Concha Espina 1, 28036 Madrid
アクセス
地下鉄１０番線 Santiago Bernabéu 駅下車
練習場
シ ウ ダ ッ ド ・ デ ポ ル テ ィ バ ・ バ ル デ ベ バ ス （ La Ciudad Deportiva
Valdebebas）。バラハス空港 T４近く。地下鉄８号線 Campo de las
Naciones 駅からタクシーで３～５分。
スタジアム見学ツアー スタジアムやロッカールーム、ＶＩＰ席、博物館等の見学
月～土 １０～１９時
日・祝 １０時３０分～１８時３０分
見学ツアー料金：１５€ （１４歳以下は１０€、会員は無料）
※ 試合日は開始５時間前までツアー受付。
※ １２月２５日、1 月 1 日は閉館
※ チケット窓口：７番ゲート近くの１０番チケット売り場
ホームページ
www.realmadrid.com (西語・英語・日本語)
セビーヤ F.C．S.A.D. (セビーヤ県セビーヤ)
ホームスタジアム
ラモン･サンチェス･ピスフアン (Ramón Sánchez Pizjuán)
収容人数 45,500 人
住所：Avenida Eduardo Dato s/n、41005 Sevilla
アクセス
ヌエバ広場から２３番バスで約１５分。
練習場
シウダッド･デポルティーバ･ホセ･ラモン･シスネロス･パラシオス
(José Ramón Cisneros Palacios) 住所：Ctra. Utrera Km. 1, Sevilla
ホームページ
www.sevillafc.es （西語、英語、日本語）
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アトレティコ･マドリッド, S.A.D. (マドリッド県マドリッド)
ホームスタジアム
ビセンテ･カルデロン (Vicente Calderón) 収容人数 54,851 人
住所： Paseo de la Virgen del Puerto, 67, 28005, Madrid
アクセス
スペイン国鉄近郊線でピラミデス駅下車(Pirámides)、地下鉄５号線ピラ
ミデス駅又はマルケス･デ･バディーヨ(Marqués de Vadillo)駅下車。路線
バス 17、18、23、34、35、36、50、116、118、119 番で約２０分。
練習場
シウダッド･デポルティーバ （La Ciudad Deportiva）
住所：Avda. de Guadarrama, s/n. Majadahonda Madrid
マドリッド市内（モンクロアバスターミナル）からバス 561、561A、561B、
651 番で約３０分。
ホームページ
www.clubatleticodemadrid.com （西語、英語）
ビヤレアル C.F., S.A.D. (カステヨン県 ビヤレアル)
ホームスタジアム
エル･マドリガル (El Madrigal) 収容人数 22,000 人
住所：Plaza Labrador s/n. Villarreal, Castellón
アクセス
マドリッドまたはバルセロナからビヤレアルへは、カステヨンでスペイン
国鉄近郊線 C6 番線に乗り換え。またバレンシア（ノルド駅）からの場合、
近郊線 C6 番線で約１時間。
練習場
シウダッド･デポルティーバ
(Camino Miralcamp s/n, 12540 Villarreal)
ホームページ
www.villarrealcf.es
（西語、英語、バレンシア語）
バレンシア C.F.(バレンシア県バレンシア)
ホームスタジアム
カンポ･デ･メスターヤ (Campo de Mestalla) 収容人数 55,000 人
住所：Avda. de Suecia, s/n 46010 Valencia
アクセス
バレンシアのバスターミナルよりバス、タクシーまたは徒歩。徒歩の場合
は約２０分、バスはターミナル前から出る８０番のバスで、Avenida de
Aragón 下車。スペイン国鉄北駅より、タクシーまたは市役所前広場から
１０番バス乗車で Avenida de Aragón 下車。
新スタジアム
ヌエボ・メスターヤ（Nuevo Mestalla） 収容人数 73,000 人
【建設中】
住所：Avda. Cortes Valencianas
練習場
バレンシアから１２ ｋｍ程離れた町パテルナにある。
住所：Carretera Mas Camarena、s/n, Paterna 46980
ホームページ
www.valenciacf.es (西語･英語･バレンシア語･日本語)
マラガ C.F. (マラガ県マラガ)
ホームスタジアム
スタジアム・ラ・ロサレダ（Estadio La Rosaleda）
収容人数：28,800 人
住所： Paseo de Martiricos s/n, 29011 Málaga.
アクセス
マラガの駅から川沿いに１．５キロ北。
ホームページ
www.malagacf.es （スペイン語のみ）
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R.C. デポルティーボ･デ･ラ･コルーニャ, S.A.D. (ア･コルーニャ県ア・コルーニャ)
ホームスタジアム
リアソール (Riazor) 収容人数 34,600 人
住所： C/Manuel Murguía, s/n 15011 A Coruña
スタジアム見学
事前に予約申し込が必要で、２０人以上のグループ対象。スタジアム及
びその他の施設見学。料金は２０人以上の場合９０分で
２．５ユーロ。２５人以上１８０分で３．５ユーロ。
アクセス
路線バス３、７番バスまたは市内中心からは徒歩で約２０分。
練習場
エル･ムンド･デル･フッボル(El Mundo del Fútbol)
住所： Agra de
Marces, San Tirso de Mabegondo, 15318 Abegondo, A Coruña
ア･コルーニャ市内から車で約１５分（練習場の使用は応相談）。
ホームページ
www.canaldeportivo.com （西語のみ）
R.C.D. エスパニョール･デ･バルセロナ (バルセロナ県バルセロナ)
リュイス･コンパニーズ・オリンピックスタジアム(Olímpic Lluís Companys)
ホームスタジアム
収容人数 56,000 人 住所：Paseo Olímpico, 17-19, 08038 Barcelona
アクセス
地下鉄Ｌ１号線、Ｌ３号線またはカタルーニャ鉄道の Plaza de España 駅
下車。路線バス５０番。
新スタジアム
収容人数 40,500 人
住所：Cornellà de Llobregat, Barcelona
今シーズンから使用予定。
新スタジアムアクセス FGC カタルーニャ鉄道で、バルセロナのスペイン広場駅（ Plaza de
Espanya）から Almeda 駅または Cornellà-Riera 駅下車。使用路線は
S8、S4、R6、L8 号線で、所要時間約１５分。駅から徒歩約１０分。
練習場
シウダッド･デポルティーバ
住所：Ctra. Antiga de Mataró, 76-122 08930 Sant Adrià de Besós
地下鉄 L４号・L２号線 La Pau 駅、または L２号線 Verneda 駅下車
ホームページ
www.rcdespanyol.cat （西語、英語、カタルーニャ語）
U.D. アルメリア S.A.D. (アルメリア県アルメリア)
ホームスタジアム
地中海スタジアム（Estadio de Juegos Mediterráneos）
収容人数：23,000 人
住所： Recinto Deportivo de la Vega de Acá. 04007, Almería
アクセス
市内中心部から東へ約３ｋｍ
練習場
フアン・ロハス市営競技場
ホームページ
www.udalmeriasad.com （西語のみ）
レアル･ラシン・クルブ, S.A.D.(カンタブリア州、サンタンデール)
ホームスタジアム
エル･サルディネロ（El Sardinero） 収容人数 22,251 人
住所： Real Racing Club, s/n, 39005 Santander (Cantabria)
アクセス
路線バス 1 番
練習場
ラ・アルベリシア競技場 （La Albericia）
（住所：Avda.del Deporte, s/n 39012 Santander）
ホームページ
www.realracingclub.com （西語, 英語）
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レアル･クルブ･デポルティーボ・マヨルカ, S.A.D. (バレアレス県パルマ・デ・マヨルカ)
ホームスタジアム
エスタディ・オノ (El Estadi ONO) 収容人数 23,142 人
住所： Camí dels Reis s/n, 07011 Palma de Mallorca
アクセス
市内から約３ｋｍ
練習場
シウダッド･デポルティーバ･アントニオ･アセンシオ
（Ciudad Deportiva Antonio Asensio)
トレーニングスケジュールは WEB で検索可。
ホームページ
www.rcdmallorca.es （西語、英語、カタルーニャ語）
アスレッチック・クラブ (ビスカヤ県 ビルバオ)
ホームスタジアム
サン･マメス (San Mamés) 収容人数 40,000 人
住所：Felipe Serrate, s/n, 48013 Bilbao
(ビルバオ・バスターミナル横）
アクセス
ビルバオ市内の地下鉄１、２番線または路面電車７号線で
サン・マメス駅下車。
練習場
ビルバオ郊外のレサマ(Lezama)にある。ビルバオからバスク鉄道利用
でレサマ駅下車。
ホームページ
www.athletic-club.net （西語、英語、バスク語）
レアル・スポルティング・デ・ヒホン S.A.D. (ヒホン県ヒホン)
ホームスタジアム
スタジアム・エル・モリノン（Estadio El Molinón）
収容人数：25,885 人
住所： Parque Isabel la Católica s/n, Gijón (Asturias)
アクセス
イサベル・ラ・カトリカの公園内。ヒホンの駅から２．５ｋｍ東。
ホームページ
www.realsporting.com （スペイン語のみ）
クルブ･アトレティコ･オサスナ (ナバーラ県パンプローナ)
ホームスタジアム
レイノ・デ・ナバーラ（Reyno de Navarra） 収容人数 19,800 人
住所： C/ El Sadar, s/n 31006 Pamplona Navarra
アクセス
マドリッドから鉄道またはバスを利用して４時間ほど。
ビルバオからもバス有り。
練習場
インスタラシオネス･デポルティーバス･デ･タホナール
(Instalaciones Deportivas de Tajonar)
住所：Paraje Beroa s/n 31192 Tajonar (Navarra)
トレーニングスケジュールはＷＥＢで検索可。
ホームページ
www.osasuna.es （西語、バスク語、英語）
ヘタフェ C.F. (マドリッド県ヘタフェ)
ホームスタジアム
コリセウム･アルフォンソ･ペレス (Coliseum Alfonso Pérez)
収容人数 14,400 人
住所：Avd. Teresa de Calcuta, s/n, 28903 Getafe (Madrid)
アクセス
地下鉄１２号線 ロス･エスパルタレス駅下車で北東方角に約 200m
ホームページ
www.getafecf.com (西語、英語)
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レアル・バヤドリッド S.A.D. (バヤドリッド県バヤドリッド)
ホームスタジアム
ホセ・ソリーヤ市営スタジアム（Campo Municipal de José Zorrilla）
収容人数：26,512 人
住所： Avenida del Mundial 82, 47014 Valladolid
アクセス
試合開始１時間前から、バスターミナル（F1 番線）とマヨール広場（F2,3,4
番線）発→スタジアムのサッカーバスを運行。試合終了後はスタジアム
発。
練習場
シウダッド・デポルティバ（スタジアムから約 30m）
ホームページ
www.realvalladolid.es （西語のみ）
ヘレス・クルブ・デポルティボ S.A.D. (カディス県ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ)
ホームスタジアム
エル・チャピン市営スタジアム（Campo Municipal de Chapín）
収容人数：21,000 人
住所： Avenida Del Polo, S/N, 11405 Jerez De La Frontera
アクセス
市内中心部から約２km。ゴンサレス・オントリア公園近く。
ホームページ
www.xerezcd.com （西語のみ）
レアル・サラゴサ S.A.D. (サラゴサ県サラゴサ)
ホームスタジアム
ロマレダ・スタジアム（Estadio Romareda）
収容人数：34,596 人
住所： Pº Isabel la Católica, s/n, 50009, Zaragoza
アクセス
サラゴサ市内中心部から約２ｋｍ。
サラゴサ大学、プリモ・デ・リベラ公園近く。
練習場
シウダッド・デポルティバ（Ciudad Deportiva）
住所：Carretera de Valencia, Km. 8. 50012, Zaragoza
ホームページ
www.realzaragoza.com （西語のみ）
C.D.テネリフェ (サンタ・クルス・デ・テネリフェ県サンタ・クルス・デ・テネリフェ)
ホームスタジアム
エリオドロ・ロドリーゲス・ロペス・スタジアム
（Heliodoro Rodríguez López）
収容人数：24,000 人
住所： C/ Bernardino Semán S/N, 38005 Santa Cruz De Tenerife
アクセス
カナリア諸島テネリフェ島最大の町サンタ・クルス・デ・テネリフェのバスタ
ーミナルから徒歩１０分強。ラ・グランハ公園やサントス川の近く。
練習場
シウダッド・デポルティバ
住所：San Francisco de Paula, 42 Geneto-Los Baldíos, La Laguna
サンタ・クルスから約１０ｋｍ
ホームページ
www.clubdeportivotenerife.es （西語のみ）
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