
4/6(土) 14:00～

4/19(金) 19：00～

5/3(金) 14:00～

5/17(金) 19：00～

6/15(土) 19：00～

6/22（土）
or7/31（水）

19：00～

7/6(土) 19：00～

8/3(土) 19：00～

8/24(土) 19：00～

9/28（土）
or29（日）

未定

10/5（土）
or 6（日）

未定

11/8（金）
or 9（土）
or10（日）

未定

11/23(土) 未定

12/7(土) 未定

トップスポーツ観戦ラリー　対象試合

サンフレッチェ広島
vs ガンバ大阪 エディオンスタジアム広島

vs ＦＣ東京 同上

ＪＴサンダーズ

vs 鹿島アントラーズ 同上

vs 横浜Ｆ・マリノス 同上

vs ベガルタ仙台

　
【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。

　
≪対象試合≫
　広島県内で開催されるホームゲーム
　　　◇ Ｖ.リーグDivision１広島大会

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。
　　〇　シーズンパスは記名部分の
　　　　　　　　　コピーを貼り付けてください。

同上

vs 名古屋グランパス 同上

vs ヴィッセル神戸 同上

vs 浦和レッズ 同上

vs サガン鳥栖 同上

vs 湘南ベルマーレ 同上

vs 川崎フロンターレ 同上

vs セレッソ大阪 同上

vs 北海道コンサドーレ札幌 エディオンスタジアム広島

vs 大分トリニータ

同上

≪対象試合≫
　エディオンスタジアムでのゲーム
　　　◇ 明治安田生命Ｊ１リーグ
　　　◇ ＪリーグＹＢＣルヴァンカップ予選リーグ戦
　　　◇ ＡＦＣチャンピオンズリーグ予選リーグ戦

試合スケジュールが決まり次第、更新します。



7/13(土)

7/14(日)

3/14（土），15（日）

4/27（土），28（日）

第24回アジアカップひろしま国際大会 広島翔洋テニスコート　他

広島ガスバドミントン部
南区スポーツセンター

安芸区スポーツセンター

イズミメイプルレッズ

ＮＴＴ西日本ソフトテニス部

　
【備考】
　　〇　試合会場にて観戦証明書を配付します。

　
≪対象試合≫
　　◇　アジアカップひろしま国際ソフトテニス大会
　　　　（例年 ３月第２土曜から２日間）

中国電力陸上競技部
第53回織田幹雄記念国際陸上競技大会 エディオンスタジアム広島

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。

　
≪対象試合≫
　　◇　織田幹雄記念国際陸上競技大会
　　　　（例年 ４月下旬）

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。
　　〇　中学生以下無料（チケットなし）のため、
　　　試合会場にて観戦証明書を配付します。

　
≪対象試合≫
　広島県内で開催されるホームゲーム
　　　◇　日本ハンドボールリーグ

　
≪対象試合≫
　広島市内で開催されるホームゲーム
　　　◇　日本ハンドボールリーグ

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。
　　〇　中学生以下無料（チケットなし）のため、
　　　試合会場にて観戦証明書を配付します。

【備考】
　　〇　会場となる区スポーツセンターにて
　　　観戦証明書を配付します。

　
≪対象試合≫
　　◇国民体育大会広島県代表選手選考会（成年の部）
　
　　　※　バドミントンＳ／Ｊリーグ2019-2020
　　　　シーズンの広島開催はありません。

ワクナガレオリック

第７４回国民体育大会広島県代表選手選考会（成年の部）

試合スケジュールが決まり次第、更新します。

試合スケジュールが決まり次第、更新いたします。



6/29(土) 12：50～

6/30(日) 12：50～

4/5(金) 18：00～

4/6(土) 14：00～

4/7(日) 13：30～

4/9(火) 18：00～

4/10(水) 18：00～

4/11(木) 18：00～

4/19(金) 18：00～

4/20(土) 14：00～

4/21(日) 13：30～

4/23(火) 18：00～

4/24(水) 18：00～

4/25(木) 18：00～

5/3(金) 18：00～

5/4(土) 14：00～

5/5(日) 13：30～

5/10(金) 18：00～

5/11(土) 14：00～

5/12(日) 13：30～

5/14(火) 18：00～

5/15(水) 18：00～

5/21（火） 18：00～

5/22(水) 18：00～

5/31(金) 18：00～

6/1(土) 14：00～

6/2(日) 13：30～

6/7(金) 18：00～

6/8(土) 14：00～

6/9(日) 13：30～

6/18(火) 18：00～

6/19(水) 18：00～

6/20(木) 18：00～

6/21(金) 18：00～

6/22(土) 14：00～

6/23(日) 13：30～

7/2(火) 18：00～

7/3(水) 18：00～

同上 同上

vs 東京ヤクルトスワローズ 同上

同上 同上

同上 同上

広島東洋カープ

vs ソニーHC BRAVIA Ladies 広島広域公園第２球技場

vs グラクソスミスクラインOrange United 同上

コカ・コーラレッドスパークスホッケー部

vs 阪神タイガース MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

同上

同上 同上

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。
　　〇　中学生以下無料（チケットなし）のため、
　　　試合会場にて観戦証明書を配付します。

　
≪対象試合≫
　広島市内で開催されるホームゲーム
　　　◇　高円宮牌ホッケー日本リーグ

同上

同上 同上

同上 同上

vs 福岡ソフトバンクホークス 同上

同上 同上

同上 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

同上 同上

同上 同上

vs 横浜DeNAベイスターズ 同上

同上

vs 読売ジャイアンツ

vs 横浜DeNAベイスターズ 同上

同上 同上

同上 同上

同上

同上 同上

同上

同上 同上

vs 千葉ロッテマリーンズ 同上

vs 中日ドラゴンズ 三次きんさいスタジアム（三次運動公園野球場）

同上 同上

vs 東京ヤクルトスワローズ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 中日ドラゴンズ 同上

同上 同上

同上 同上

vs オリックス・バッファローズ MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

同上

同上 同上

vs 東京ヤクルトスワローズ

同上 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

vs 阪神タイガース 同上



7/4(木) 18：00～

7/19(金) 18：00～

7/20(土) 18：00～

7/21(日) 18：00～

7/23(火) 18：00～

7/24(水) 18：00～

7/25(木) 18：00～

8/2(金) 18：00～

8/3(土) 18：00～

8/4(日) 18：00～

8/6(火) 18：00～

8/7(水) 18：00～

8/8(木) 18：00～

8/12(月) 18：00～

8/13(火) 18：00～

8/14(水) 18：00～

8/20(火) 18：00～

8/21(水) 18：00～

8/22(木) 18：00～

8/30(金) 18：00～

8/31(土) 18：00～

9/1(日) 18：00～

9/6(金) 18：00～

9/7(土) 14：00～

9/8(日) 13：30～

9/10(火) 18：00～

9/11(水) 18：00～

9/12(木) 18：00～

9/15(日) 18：00～

9/16(月) 14：00～

9/22(日) 18：00～

9/23(月) 14：00～同上 同上

【備考】
　　〇　チケットを貼り付けてください。

　
≪対象試合≫
　マツダスタジアム等でのホームゲーム
　　　◇　ペナントレース

同上 同上

vs 中日ドラゴンズ 同上

同上 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

同上 同上

vs 読売ジャイアンツ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 横浜DeNAベイスターズ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 阪神タイガース 同上

同上 同上

同上 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

vs 東京ヤクルトスワローズ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 読売ジャイアンツ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 阪神タイガース 同上

同上 同上

同上 同上

vs 横浜DeNAベイスターズ 同上

同上 同上

vs 中日ドラゴンズ 同上

同上 同上

vs 東京ヤクルトスワローズ 同上

同上 同上

同上 同上

vs 中日ドラゴンズ MAZDA Zoom-Zoom スタジアム

同上 同上


