
　 2019/4/1現在

※「☆」は「ぎふスポーツフェア２０１９」関係です

イ　ベ　ン　ト　名 開始 終了 会場等 お問い合わせ先

☆第６７回岐阜県高等学校総合体育大会陸上競技　兼
　全国・東海高等学校総合体育大会陸上競技　岐阜県予選会　岐阜地区予選会

9:00 16:00 長良川競技場　他 岐阜地区高等学校体育連盟陸上競技部

☆第５０回岐阜県中学校ハンドボール選手権大会 8:00 17:00 で愛ドーム　他 岐阜県ハンドボール協会

１～５ 水㊗～日㊗ ☆カンガルーカップ国際女子オープンテニス２０１９ 10:00 21:00 長良川テニスプラザ　 ぎふスポーツフェア実行委員会

２～６ 木㊗～月㊗ ☆第７２回JABAベーブルース杯争奪全国社会人野球大会 9:00 18:00 長良川球場
日本野球東海地区連盟
ＪＡＢＡ岐阜県野球連盟

☆岐阜県団体卓球選手権大会 9:00 20:00 で愛ドーム 岐阜県卓球協会

☆バウンドテニスフェスティバル 9:00 16:30 ふれ愛ドーム 岐阜県バウンドテニス協会

☆岐阜県柔道段別大会 8:30 17:00 柔道場　他 岐阜県柔道協会

３～４
金㊗～
土㊗

☆第２０回日韓友好親善サッカー交流会in岐阜 8:00 18:00 長良川競技場　他 ビグアギフフットボールクラブ

4 土㊗ ☆岐阜県ラージボール卓球大会 9:00 20:00 ふれ愛ドーム 岐阜県卓球協会

４～６ 土㊗～月㊗ ☆第２４回岐阜長良川サッカーフェスティバル 9:00 17:00 長良川球技メドウ 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

４～６
１１

土㊗～月㊗
土

☆第６７回岐阜県高等学校総合体育大会テニス競技　兼
　全国・東海高等学校総合体育大会テニス競技　岐阜県予選会

9:00 17:00 長良川テニスプラザ 岐阜県高等学校体育連盟テニス専門部

☆明治安田生命J2リーグ　第１２節
　ＦＣ岐阜vsＦＣ琉球

キックオフ 18:00 長良川競技場 岐阜フットボールクラブ

☆第３１回岐阜県少年少女空手道選手権大会 8:00 21:00 で愛ドーム　他 岐阜県空手道連盟

☆内閣総理大臣杯第３６回全日本世代交流ゲートボール大会県予選
　第３２回岐阜県知事杯争奪県大会

9:30 16:00 芝生広場 岐阜県ゲートボール連盟

☆ビームライフル射撃無料体験会 10:00 15:00 第２トレーニング室 岐阜県ライフル射撃協会

第１９回全日本薬学生対抗陸上競技大会 8:00 16:00 長良川競技場 岐阜薬科大学陸上競技部

☆岐阜県ママさんバレーボール春季大会 8:30 17:00 で愛ドーム 岐阜県ママさんバレーボール連盟

☆岐阜県インディアカ交流大会 8:00 17:00 ふれ愛ドーム 岐阜県インディアカ協会

☆第４６回岐阜県なぎなた大会 9:00 16:00 剣道場 岐阜県なぎなた連盟

☆チャレンジ・オリエンテーリング 8:30 15:30 未来の丘周辺　 岐阜県オリエンテーリング協会

７～１０
１３～１６

火～金
月～木

第６９回東海学生春季テニストーナメント大会 9:00 17:00 長良川テニスプラザ 東海学生テニス連盟

☆第２３回ボーイズリーグ親善交流野球大会 8:00 16:30 長良川球場 岐阜県少年硬式野球協会

第６７回岐阜県高等学校総合体育大会　総合開会式 7:00 12:00 で愛ドーム　他 岐阜県高体連

第６７回岐阜県高等学校総合体育大会　相撲競技 13:00 15:00 相撲場 岐阜県高体連　相撲専門部

☆第６３回中部実業団対抗陸上競技大会　兼
　第６７回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選会

12:00
9:00

19:00
16:00

長良川競技場　他 中部実業団陸上競技連盟

☆第６７回岐阜県高等学校総合体育大会バドミントン競技　兼
　全国・東海高等学校総合体育大会バドミントン競技　岐阜県予選会

13:00
9:00

19:00
17:00

で愛ドーム 岐阜県高等学校体育連盟バドミントン専門部

第６７回岐阜県高等学校総合体育大会　空手道競技 9:00 21:00 剣道場 岐阜県高体連空手道専門部

　５月　岐阜メモリアルセンター行事予定　休館日：１４日、２１日

日　　　時

3 金㊗

１～２ 水㊗～木㊗

5 日㊗

6 月㊗

１１～１２ 土～日

11 土

※この一覧は、メモリアルセンターで行われる主な大会・イベント等をピックアップしたものです。
※各イベント主催者の都合や天候により、変更または中止になることがありますので、おでかけの際は最新の情報をご確認ください。
※記載時間はメモリアルセンターの利用申請時間（準備・撤去含む）です。
※太字は有料イベントです。



　 2019/4/1現在

※「☆」は「ぎふスポーツフェア２０１９」関係です

イ　ベ　ン　ト　名 開始 終了 会場等 お問い合わせ先

　５月　岐阜メモリアルセンター行事予定　休館日：１４日、２１日

日　　　時

☆明治安田生命J2リーグ　第１３節
　ＦＣ岐阜vsツエーゲン金沢

キックオフ 19:00 長良川競技場 岐阜フットボールクラブ

☆第１７回岐阜県障害者スポーツ大会春大会「清流スポーツ大会」卓球競技 9:00 16:00 ふれ愛ドーム　他 一般社団法人　岐阜県障害者スポーツ協会

☆第２４回岐阜県サッカー選手権大会　兼
　天皇杯JFA第９９回全日本サッカー選手権大会　岐阜県代表決定戦

13:00 16:00 長良川球技メドウ 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

第３５回わんぱく相撲「岐阜場所」 9:00 15:00 相撲場 公益財団法人　岐阜青年会議所

１２～１３ 日～月
東海地区大学野球連盟　２０１９年度　岐阜学生野球リーグ　春季リーグ戦
（１２日は☆）

9:00 17:00 長良川球場 東海地区大学野球連盟岐阜学生野球リーグ

１７～１９ 金～日 東海学生陸上競技対抗選手権大会 8:00 17:00 長良川競技場　他 一般財団法人　岐阜陸上競技協会

１８～１９ 土～日 岐阜県高校野球ＯＢ大会 8:00 16:00 長良川球場 岐阜県野球協議会

１８～１９
２５

土～日・
土

第６７回岐阜県高等学校総合体育大会　弓道競技 8:00 17:00 弓道場　他 岐阜県高体連　弓道専門部

１８～１９
２５～２６

土～日 全日本ジュニアテニス選手権大会　岐阜県予選会 9:00 17:00 長良川テニスプラザ 岐阜県テニス協会

ＦＣ岐阜/明治安田生命フットサルフェス 9:00 17:00 で愛ドーム 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

第６７回岐阜県高等学校総合体育大会　体操競技 8:30 18:00 ふれ愛ドーム 岐阜県高体連　体操専門部

２４～２６ 金～日 岐阜県高等学校総合体育大会　陸上競技 9:00 17:00 長良川競技場　他 岐阜県高体連陸上競技専門部

toto　ＧＦＡフットサルフェスティバル２０１９Vol.1 9:00 17:00 で愛ドーム 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

岐阜県高等学校総合体育大会　サッカー競技　準決勝 9:00 16:00 長良川球技メドウ 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

明治安田生命J2リーグ　第１５節
ＦＣ岐阜vsＦＣ町田ゼルビア

キックオフ 19:00 長良川競技場 岐阜フットボールクラブ

ＮＴＴdocomoカップ岐阜県U１８フットサル選手権/全日本女子フットサル選手権 9:00 17:00 で愛ドーム 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

バランスボール運動教室（日本リコメンド主催） 13:00 17:00 体育室 （公財）岐阜県体育協会

岐阜県小学生学年別柔道大会 9:00 16:00 柔道場 岐阜県柔道協会

天皇杯ＪＦＡ第９９回全日本サッカー選手権大会　１回戦 12:00 16:00 長良川球技メドウ 一般財団法人　岐阜県サッカー協会

28 火 ☆プロ野球２０１9セ・リーグ公式戦　中日ドラゴンズ×横浜DeNＡベイスターズ プレイボール 18:00 長良川球場 中日新聞社

４月１４日（日）～５月１２日（日）

４月７日（日）・１３日（土）

岐阜メモリアルセンター

ぎふスポーツフェア実行委員会

会場：

主催：

４月１４日（日）　８：３０～９：００

岐阜メモリアルセンター　で愛ドーム

開催日：

会場：

総合開会式

19 日

25 土

26 日

会期前イベント：

開催時期：

ぎふスポーツフェア２０１９

12 日

開催期間：

予選

本戦

４月２９日（月・㊗）～５月５日（日・㊗）

４月２９日（月・㊗）

４月３０日（火・㊗）～５月５日（日・㊗）

※この一覧は、メモリアルセンターで行われる主な大会・イベント等をピックアップしたものです。
※各イベント主催者の都合や天候により、変更または中止になることがありますので、おでかけの際は最新の情報をご確認ください。
※記載時間はメモリアルセンターの利用申請時間（準備・撤去含む）です。
※太字は有料イベントです。


