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◎前期スポーツ教室【案内】

◎令和３年度自主事業【案内】

◎開園４０周年テニス大会【報告】

◎イベント情報（プロスポーツ情報）

・オレンジバイキングス

・愛媛FC、愛媛FCL

◎合同避難訓練【報告】





日程（期間） 事業名 会　場 備　考

４月～７月 前期スポーツ教室 体育館ほか

５月22日（土）
キッズ
トランポリン・ニュースポーツ体験教室
（仮名）

体育館
補助体育館

共催
愛媛県体操協会
トランポリン委員会

６月（日時未定） 森の学校 キャンプ場

６月25日（金） たなばたテニス大会 テニスコート 予備日（７/２、７/９）

７月５日（月） 第１回スポーツ教室体験フェスタ
テニスコート
体育館・補助体育館

夜間

７月12日（月） 七夕レクバレー大会 体育館・補助体育館

７月14日（水） 夜間たなばた卓球大会 補助体育館

７月28日（水） 体育館 午前

７月30日（金） 午後

８月27日（金） 午前

７月28日（水） 体育館 午後

７月30日（金） 午前

８月20日（金） 午前

８月12日（木） 午前

８月19日（木） 午前

８月24日（火） 夜間

８月17日（火） 午前

８月24日（火） 午前

８月26日（木） 夜間

９月～12月 中期スポーツ教室 体育館ほか

９月12日（日）
誰もが楽しめるスポーツイベント
　　　　　　～えがおスポーツデー～
（総合型地域スポーツクラブフェスタ）

体育館
補助体育館
補助競技場

９月23日（木・祝） 全国統一かけっこチャレンジ ニンジニアスタジアム

10月（日時未定） 森の学校 キャンプ場

11月22日（月） 第２回スポーツ教室体験フェスタ
テニスコート
体育館・補助体育館

午前

11月23日（火・祝） ふれあい健康ウォーキング
愛媛県総合運動公園
とべ動物園
えひめこどもの城

共催
とべ動物園
えひめこどもの城

12月１日（水） クリスマス卓球大会 補助体育館

12月10日（金） クリスマステニス大会 テニスコート 予備日（12/17、12/24）

12月13日（月） クリスマスレクバレー大会 体育館・補助体育館

１月～３月 後期スポーツ教室 体育館ほか

２月6日（日） ニュースポーツ交流会 体育館・補助体育館

３月３日（木） 第３回スポーツ教室体験フェスタ
テニスコート
体育館・補助体育館

午後

※各事業の詳細につきましては「愛媛県総合運動公園　振興課」までお問い合わせください。（９：00～17：00）

令和３年度　愛媛県総合運動公園　自主事業一覧（予定）

キッズ運動遊び教室
補助体育館

キッズかけっこ教室
補助体育館

キッズサッカー教室 多目的広場

キッズティーボール教室 多目的広場

　上記事業のほかに「とべもりオリエンテーリング大会」や「防災キャンプ講習会」などを予定しております。また、通年で「森

のようちえん」を毎週火曜日に開催しております。

※上記自主事業一覧は【予定】ですので、変更・中止となる場合がございます。予めご了承ください。



今シーズン第32節（4月末終了）まであと数試合あります

が、愛媛県総合運動公園での成績は7試合4勝3敗で終了し

ました。3月7日に行われたゲームはシーソーゲーム！！

しかも延長の末勝ち取った好ゲームでした！

運動公園イベント情報

「愛媛県総合運動公園開園40周年記念テニス大会」

を開催いたしました！

令和３年３月６日（土）に「愛媛県総合運動公園開園40周年記念テニス大会」を開催いたしまし

た。総勢４７名（＋事業団職員４名）２６ペアの方々が参加してくださり、大いに盛り上がりま

した。来年度も、例年通り「たなばたテニス大会」「クリスマステニス大会」を開催予定ですの

で、ふるって御参加ください。参加者の皆様、お疲れさまでした！

１部 参加者 ３４名 １７ペア

２部 参加者 １８名 ９ペア

３部 今大会は実施しませんでした。

B.LEAGUE 2020-21 ホームゲーム結果！！

節 対戦相手 開催日 スコア 成績

第04節 佐賀 2020/10/22 82-86 ●負け

第04節 佐賀 2020/10/23 80-101 ●負け

第06節 東京Z 2020/11/7 67-57 ○勝ち

第06節 東京Z 2020/11/8 86-59 ○勝ち

第11節 名古屋 2020/12/9 65-80 ●負け

第24節 奈良 2021/3/6 93-73 ○勝ち

第24節 奈良 2021/3/7 118-105 ○勝ち

※愛媛県総合運動公園ホームページより



GO！！GO！！愛媛FC、愛媛FCレディース！

2021明治安田生命J2リーグが開幕しました。

ホームゲーム開幕戦が令和3年3月7日（土）に行われました。多くの観客の前に、前半先制さ

れるも驚異的な粘りを見せ１-１のドロー。

ＦCレディースのホーム開幕戦は、令和3年3月27日（日）に広島を迎えます。今シーズンもな

でしこリーグ1部のステージで闘うこととなります。

今シーズンの活躍に期待し、みんなでスタジアムで応援しましょう！！

〇明治安田生命Ｊ２リーグ　２０２１シーズン　ホームゲーム　前半

開催日 曜日 対戦相手 キックオフ

3月7日 (日) ジェフユナイテッド千葉 14:00

3月21日 (日) ヴァンフォーレ甲府 14:00

4月4日 (日) ザスパクサツ群馬 14:00

4月11日 (日) ファジアーノ岡山 16:00

4月21日 (水) 松本山雅FC 19:00

4月24日 (土) アルビレックス新潟 14:00

5月5日 (水) ジェビロ磐田 14:00

5月8日 (土) FC琉球 18:00

5月30日 (日) 水戸ホーリーホック 17:00

6月13日 (日) ツエーゲン金沢 18:00

7月4日 (日) ブラウブリッツ秋田 19:00

〇プレナスなでしこリーグ１部ホームゲーム

開催日 曜日 対戦相手 キックオフ

3月27日 (土) アンジュヴィオレ広島 13:00

4月10日 (土) 大和シルフィード 13:00

4月24日 (土) スフィーダ世田谷FC 12:00

5月15日 (土) オルカ鴨川FC 13:00

5月29日 (土) スペランツァ大阪高槻 13:00

6月26日 (土) ASハリマアルピオン 13:00

7月10日 (土) ニッパツ横浜FCシーガルズ 13:00



※愛媛県総合運動公園ホームページより

総合運動公園・愛媛FC 合同緊急時対応訓練【報告】

J２リーグ 2021シーズン開幕を直前に控え、令和3年2月20日（土）午前10時より愛媛県総合運動公園陸上

競技場（ニンジニアスタジアム）において、愛媛県総合運動公園指定管理者である愛媛県スポーツ振興事

業団と愛媛FCと合同で緊急時対応訓練を行いました。

スポーツ振興事業団職員、愛媛FCスタッフ及び運営ボランティアなど25名が参加しました。

初めに全員で緊急時対応のマニュア

ル・役割分担の確認を行いました。

その後、スタジアム内の消防設備や

避難経路について確認を行った後、

「地震発生時」「火災発生時」それ

ぞれを想定した緊急時対応訓練を行

いました。

まずは、地震発生想定の訓練です。

電光掲示板により、緊急地震速報

が発表されたことを伝え、落ち着

いて行動するよう呼びかけます。

地震が発生！

揺れが落ち着くまで身を潜めて待機

します。

揺れが落ち着くのを待って、慌てず

避難誘導を促します。

階段で転倒した負傷者を想定した

救助訓練も行いました。

続いてスタジアム内での火災を想

定した訓練を行いました。

避難誘導訓練後、スタジアム内で初

期消火訓練を行いました。

はじめて消火栓による消火を経験す

る人も多く、水圧に驚き「いい経験

ができた」との声も聞こえました。

今回の訓練はそれぞれの役割分担や緊急時に備えた心構えなどを確認することができ有意義なもの

となりました。

万が一の事態に備え、安全・安心して観戦いただけるよう、日ごろから備えてまいります。


