
主催／日本スポーツマスターズ2019ぎふ清流大会実行委員会（事務局：岐阜県、（公財）岐阜県体育協会）
協力／（一社）岐阜県水泳連盟、（一財）岐阜県サッカー協会、岐阜県テニス協会、岐阜県軟式野球連盟、岐阜県バドミントン協会、（一社）岐阜県ゴルフ連盟、
　　　（公社）ぎふ瑞穂スポーツガーデン、（株）岐阜フットボールクラブ、NPO法人ドラゴンズベースボールアカデミー

参加資格

募集人数

30歳以上の方
（50m以上泳げる方）

30名
金藤 理絵さん

リオデジャネイロ五輪 競泳女子200m平泳ぎ 金メダル

水泳

中日ドラゴンズOB
小田 幸平さん・野口 茂樹さん
長谷部 裕さん・山北 茂利さん

野球

参加資格

募集人数

小学1～3年生と
保護者（親子教室）

40組
（80名）

参加資格

募集人数

50組（100名）

浅越 しのぶさん
アテネ五輪 女子テニスダブルス ベスト4

テニス

参加資格

募集人数

競技歴2年以上の方
（小学生以上）

80名

小学1～3年生と
保護者（親子教室）
中学生以上の
経験者

50名（14:00～）

小椋 久美子さん
北京五輪 女子バドミントンダブルス 5位入賞

バドミントン森口 祐子さん
女子プロゴルファー、ツアー通算41勝

ゴルフ

日本スポーツマスターズ大会とは
35歳以上のアスリートが参加する全国
大会で、2019年9月に岐阜県で初めて
開催されます。岐阜県内の13市町が会
場となり、水泳やサッカーなど13競技、
約9,000人が参加します。

参加者プレゼント特典
日本スポーツマスターズ2019
ぎふ清流大会
オリジナル
フェイスタオル

FC岐阜観戦チケット 11/4（日）
14:00～
VS山形

会場：岐阜メモリアルセンター長良川競技場
バック・ホーム自由席、中学生以上のみ
※小学生は、当日に夢パスの受付で入場無料。
　すでに入会の方は夢パスをご持参ください。
※テニスBコースにはチケットの特典はありません。

お問合せ
岐阜県 清流の国推進部 地域スポーツ課
（日本スポーツマスターズ大会推進室）
TEL.058-272-1894

ぎふ清流
文化プラザ 岐阜メモリアルセンター

当日は、岐阜メモリアルセンター及びぎふ清流文化プラザの駐車場が大変混雑
することが予想されます。なるべく公共の交通機関にてご来場ください。

時間／10:00～（受付時間 9:15～9：50）
会場／ぎふ清流文化プラザ2階 長良川ホール

時間／11:00～　会場／岐阜メモリアルセンター

スポーツマスターズ大会の紹介、大会アンバサダー就任式、スポーツ教室講師あいさつ ※第1部と第2部をあわせての申込みになります。

オープニングイベント

スポーツ教室

お申込方法 ■申込締切 ： 2018年10月22日（月）まで
■申込方法 ： FAXまたはメールにてお申込み下さい。

※その他、イベントの詳細・注意事項などは裏面をご覧ください。

（無料・事前申込要・県内在住の方）参加者募集！
第
１
部

第
２
部

参加資格

募集人数

年長～小学3年生と
保護者（親子教室）

50組
（100名）

参加資格

募集人数

ラウンド経験の
ある方

※オープニングイベント
　参加不要

30名
※オープニングイベント
　参加不要

FC岐阜スクールコーチサッカー
FC岐阜トップチームの選手も参加予定

※スポーツ教室に参加される方は、第1部のオープニングイベントに必ずご参加いただきます。（テニスBコース・ゴルフを除く）
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日本スポーツマスターズ2019
ぎふ清流大会

スタートアップイベント
ぎふ清流大会
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日本スポーツマスターズ2019 ぎふ清流大会

大人も！ 子供も
！Let’s SPORTS！



日時／11月4日（日）10:00～（受付時間 9:15～9：50）
会場／ぎふ清流文化プラザ2階 長良川ホール

日時／11月4日（日）11:00～　会場／岐阜メモリアルセンター
※第1部のオープニングイベントの参加が必須になります。

第1部と第2部をあわせての申込みになります。
受付時間の9：15～9：50までにお越し下さい。

必要事項を記入の上、FAXにてお申込み下さい
（FAX.058-278-3546）

メールでお申し込みされる場合は、
必要事項を記載し、下記アドレスまで送信して下さい。

masters2019@govt.pref.gifu.jp

希望教室名

参加者氏名

住 所

電 話 番 号

（ 男 ・ 女 ）
※どちらかに○をつけて下さい

ふりがな

保護者氏名 （ 男 ・ 女 ）
※どちらかに○をつけて下さい

ふりがな

S ・ H　　年 　月 　日
生年月日

〒　　　　―　　　　

競技歴　　　年
※バドミントンに
　参加される場合記載

※県内在住の方に限ります。

★教室の定員を超えた場合は抽選とします。なお、参加決定された方にのみ、決定通知のハガキを送付させていただきます。（10月26日発送予定）

◯飲料水、タオル、その他運動に必要なものは各自でご準備ください。
◯親子対象のスポーツ教室は、親子での申し込みとなります。保護者の方も一緒にスポーツを行いますので、運動のできる格好でお越しください。
◯受付は９：15～９：５０の間にぎふ清流文化プラザで行い、１０：００からのオープニングイベントに参加していただきます。その後、徒歩にてスポーツ教室の会場まで移動します。
◯雨天や警報発令時における教室開催の中止については、当日の朝８：００までに大会ホームページにて、お知らせいたします。
◯個人情報について、当イベント運営以外の目的には利用しません。また、お知らせいただいた情報を適切に管理し、お申込者様の承認なく第三者に提供又は利用することはありません。
◯必ず事前に健康診断を受け、体に異常がないことを確認してください。
◯負傷の場合に備え、事務局にてスポーツ保険に加入し対応いたしますが、その範囲以上の責任は負えませんので、あらかじめご了解ください。
◯講師等の都合により、予告なく変更になる場合があります。
◯スポーツ教室の活動写真や記事を大会ホームページ等に掲載する場合があります。あらかじめご了解ください。

講　師／金藤 理絵さん・糸井 統さん
対　象／30歳以上の方
　　　　（50m以上泳げる方）
定　員／30名
時　間／11:00～12:00
会　場／長良川スイミングプラザ
内　容／競技力のスキルアップ
持ち物／水泳道具一式（キャップは必要です）

水　泳

講　師／浅越 しのぶさん
会　場／長良川テニスプラザ
持ち物／運動のできる服装、シューズ、ラケット（Bコースのみ）

テニス

Aコース 11:00～12：30
対象／小学1～3年生と
　　　保護者（親子教室）
定員／50組（100名）
内容／未経験者及び初心者向け

Bコース 14:00～15：30
対象／中学生以上の経験者
定員／50名
内容／競技力のスキルアップ
※Bコースに参加される方は
　オープニングイベント参加不要
　（13：30テニスプラザ受付）

◆ 

注
意
事
項 

◆

講　師／中日ドラゴンズＯＢ
　　　　（小田 幸平さん、野口 茂樹さん、長谷部 裕さん、山北 茂利さん）
対　象／小学1～3年生と保護者（親子教室）
定　員／40組（80名）
時　間／11:00～12:30
会　場／長良川球場
内　容／未経験及び初心者向けの野球教室
持ち物／運動のできる服装

野　球 雨天時
中止

講　師／小椋 久美子さん
対　象／競技歴2年以上の方（小学生以上）
定　員／80名
時　間／11:00～12:30
会　場／で愛ドーム
内　容／競技力のスキルアップ
持ち物／バドミントン道具一式、体育館シューズ
その他／小学生が参加する場合は保護者の同伴必要

バドミントン
講　師／森口 祐子さん・プロゴルファー数名
対　象／ラウンド経験のある方
定　員／３０名（１０名ずつ×３組に分かれます）
時　間／①１１：００～ ②１１：３０～ ③１２：００～
会　場／芝生広場
内　容／ゲージを使ったゴルフレッスン
持ち物／ゴルフクラブ数本、運動のできる服装
その他／３０分ごとの実施になります。時間については、
　　　　決定通知ハガキにて案内いたします。
※オープニングイベントの参加は不要です。

ゴルフ 雨天時
中止

講　師／ＦＣ岐阜サッカースクールコーチ
対　象／年長～小学3年生と保護者（親子教室）
定　員／50組（100名）
時　間／11:00～12:30
会　場／長良川補助陸上競技場
内　容／未経験者及び初心者向けのサッカー教室
持ち物／運動のできる服装、シューズ（スパイク禁止）
その他／FC岐阜トップチームの選手も参加予定

サッカー 雨天時
中止

※S・Hはどちらかに○をつけて下さい

S ・ H　　年 　月 　日
生年月日

※S・Hはどちらかに○をつけて下さい

※親子参加教室及びバドミントン・ゴルフ
　教室に小学生が参加する場合記載

スポーツ教室

オープニングイベント
オープニング＆スポーツ教室　開催要項

第２部

第1部

申込締切：2018年10月22日（月）までFAXお申込み用紙


