
　 2018/4/23現在

※「☆」は「ぎふスポーツフェア２０１８」関係です

イ　ベ　ン　ト　名 開始 終了 会場等 お問い合わせ先

明治安田生命J2リーグ　第７節
FC岐阜vsヴァンフォーレ甲府

キックオフ 14:00 長良川競技場　他 岐阜フットボールクラブ

JFA第２２回全日本U１５サッカー大会　東海大会 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　３種委員会

第１９回岐阜県テコンドー選手権大会 9:00 17:00 柔道場 日本ITFテコンドー協会

１～３ 日～火 第６回豊田合成トレフェルサ杯　バレーボールフェスティバルin岐阜 9:00 21:00 で愛ドーム　他 公益財団法人　岐阜県体育協会

１・８・１５ 日 第４１回岐阜県社会人テニス選手権大会 9:00 17:00 長良川テニスプラザ 岐阜県テニス協会

岐阜県シニアフォークダンス交流会 10:00 12:00 で愛ドーム 岐阜県フォークダンス協会　シルバーの会

全日本テニス選手権大会　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

7 土 岐阜県春季陸上競技記録会　兼　第７３回福井国体選手選考会① 9:00 17:00 長良川競技場　他 一般財団法人　岐阜県陸上競技協会

☆第４９回岐阜県空手道選手権大会 9:00 17:00 で愛ドーム　他 日本空手協会岐阜県本部

☆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

☆JSCA岐阜県ジュニア春季水泳記録会 8:30 17:00 長良川スイミングプラザ 岐阜県スイミングクラブ協会

岐阜県弓道成年国体選手選考会 9:00 16:30 弓道場 岐阜県弓道連盟

14 土
☆第１１回澤田文吉記念棒高跳競技会
　第３９回岐阜県春季陸上競技大会　兼　福井国体選手選考会

9:00 17:00 長良川競技場　他 一般財団法人　岐阜陸上競技協会

１４～１５ 土～日 ☆第２０回近県交流高校生弓道大会
10:00

9:30
16:00
15:00

弓道場　他 岐阜県高等学校体育連盟弓道専門部

☆明治安田生命J2リーグ　第９節
　FC岐阜vs徳島ヴォルティス

キックオフ 14:00 長良川競技場 岐阜フットボールクラブ

☆第2７回岐阜県少林寺拳法少年少女錬成大会 10:00 17:00 で愛ドーム　他 岐阜県少林寺拳法連盟

☆岐阜県空手道競技大会・岐阜県マスターズ空手道選手権大会・岐阜県中学生空手道選手権大会 10:00 16:00 ふれ愛ドーム　他 岐阜県空手道連盟

☆第１４回岐阜地区小学生学年体重別柔道選手権大会 10:00 14:00 柔道場 岐阜地区柔道協会

☆JSCA岐阜県オープンマスターズ水泳大会 9:30 16:30 長良川スイミングプラザ 岐阜県スイミングクラブ協会

☆めざせ！未来のなでしこジャパン　第1８回岐阜県少女サッカー教室 9:00 12:00 芝生広場 岐阜県サッカー協会

２１～２２ 土～日 ☆子どものあそび広場２０１８～軽スポーツで異世代交流～
10:00

8:00
18:00
15:00

芝生広場 （特非）岐阜県レクリエーション協会

　４月　岐阜メモリアルセンター行事予定　休館日：１０日

日　　　時

1 日

8 日

5 木

15 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です。
※太字は有料イベントです。



　 2018/4/23現在

※「☆」は「ぎふスポーツフェア２０１８」関係です

イ　ベ　ン　ト　名 開始 終了 会場等 お問い合わせ先

　４月　岐阜メモリアルセンター行事予定　休館日：１０日

日　　　時

22 日 ☆第８回高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン 9:00 スタート 長良川競技場　他 高橋尚子杯ぎふ清流ハーフマラソン実行委員会

25 水 ☆第４９回岐阜県グラウンド・ゴルフ大会　岐阜Aブロック大会 9:00 16:00 芝生広場 岐阜県グラウンド・ゴルフ協会

☆明治安田生命J2リーグ　第１１節
　FC岐阜vsツエーゲン金沢

キックオフ 15:00 長良川競技場 岐阜フットボールクラブ

☆第２８回岐阜県中学校選抜剣道大会 8:40 16:00 剣道場 岐阜県剣道連盟ジュニア事業部

☆第６７回東海地区中学生テニス選手権大会・団体戦岐阜県予選会 9:00 17:00 長良川テニスプラザ 岐阜県テニス協会

☆長良川スイミングプラザ無料開放 10:00 17:00 長良川スイミングプラザ ぎふスポーツフェア実行委員会

☆第１８回全日本ジュニアビームライフル射撃競技大会 7:00 21:00 で愛ドーム　他 岐阜県ライフル射撃協会

☆第４９回岐阜県中学校ハンドボール選手権大会 8:00 17:00 ふれ愛ドーム　他 岐阜県ハンドボール協会

☆第１４回東海北陸ブロック　ターゲット・バードゴルフ大会 9:00 15:00 芝生広場 岐阜県ターゲット・バードゴルフ協会

☆カンガルーカップ国際女子オープンテニス２０１８（予選）　～５月６日まで 10:00 17:00 長良川テニスプラザ　他 ぎふスポーツフェア実行委員会

☆２０１８岐阜県ラグビー祭
　招待試合　朝日大学VS早稲田大学

9:30 16:00 長良川球技メドウ 岐阜県ラグビーフットボール協会

☆第４６回ぎふスポーツカーニバル 9:00 18:30 長良川競技場　他 岐阜新聞・ぎふチャン

☆岐阜県小学生・中学生・高校生相撲優勝大会 8:00 17:00 相撲場 岐阜県相撲連盟

☆第６７回岐阜市民柔道大会 9:30 15:00 柔道場 岐阜支部柔道連盟

☆第４５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

☆岐阜県春季室内選手権水泳競技大会 9:00 17:00 長良川スイミングプラザ　他 一般社団法人　岐阜県水泳連盟

☆第１９回岐阜県空手道選手権大会
　第１８回日本・NIS親善空手道岐阜県大会

9:00 17:00 で愛ドーム　他 NPO法人日本空手松涛連盟岐阜県本部

☆日本民謡・フォ-クダンス・ラウンドダンス・レクダンスフェスタ 10:00 15:00 ふれ愛ドーム　他
岐阜県フォ-クダンス連盟
岐阜県民踊連盟

☆第4８回岐阜地区柔道体重別選手権大会 10:00 15:00 柔道場 岐阜地区柔道協会

☆第５４回全国社会人サッカー選手権　岐阜県大会 11:00 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（社会人連盟）

☆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

開催日：

会場：

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

開催日：

会場：

ぎふスポーツフェア２０１８

５月３日（木・祝）　１３：００～

岐阜メモリアルセンター　で愛ドーム

ぎふスポーツフェア３０周年記念イベント

サッカー元日本代表選手たちと、ふれあいサッカー

総合開会式

主催：

４月１５日（日）　８：３０～９：００

岐阜メモリアルセンター　で愛ドーム

会場：

開催時期：

４月８日（日）・１４日（土）会期前イベント：

４月１５日（日）～５月１３日（日）

28 土

30 月（振休）

29 日

２８～２９ 土～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です。
※太字は有料イベントです。


