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令和４年９月５日  
お 知 ら せ 

 
 
 
 

「２０２２ ＰＲＩＤＥ ＯＦ 中四国」 
観光物産イベントを実施します！ 

 

 Ｊリーグ・２０２２シーズンにおいて、中四国のＪ２・Ｊ３クラブとホームタウン

自治体が連携し、「ＰＲＩＤＥ ＯＦ 中四国」と銘打ったメダルチャレンジ等を実施

しているところですが、より一層盛り上げるため、ファジアーノ岡山のアウェーゲー

ムにおいて観光物産ＰＲイベントを実施しますのでお知らせします。 

 

記 

 

１ イベントを行う試合日時等 

（１）日時 ：令和４年９月１４日（水）１９時キックオフ（徳島ヴォルティス戦） 

      ・観光物産ＰＲイベント  １６時～１９時 

（２）会場 ：鳴門大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム 

（徳島県鳴門市撫養町立岩四枚６１） 

 

 

２ 主  催 

 岡山県、株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 

 

 

３ イベントの内容 

（１）１２町村招待券等が当たるガラポン抽選会 

   １２町村招待券（※）や、ファジコーヒーなどが当たるガラポン抽選会（先着

440 名、ハズレなし）を実施するとともに、岡山県の観光ＰＲを行います。 

    場 所：ポカリスエットスタジアム前広場 岡山県ブース 

時 間：１６時～１９時 

 

（２）おかやま和牛肉が当たるハーフタイム抽選会 

   岡山のブランド和牛である『おかやま和牛肉』が当たるハーフタイム抽選会を実

施します。 

 

 

４ その他 

  ・本イベントは、新型コロナウイルス感染症対策に配慮しながら実施します。 

  ・１２町村招待券等の配布は、予定数に達し次第終了します。 

・PRIDE OF 中四国メダルチャレンジの詳細は２貢以降に記載。 

 

課名 スポーツ振興課 
担当 秋山、小川 
内線 3164、3166 
直通 086-226-7440 

※岡山県内12町村で使える 
ランチ無料券や温泉入浴券 
など12種類のクーポン券綴り 
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PRIDE OF 中四国 メダルチャレンジについて 

 

2022 シーズン「PRIDE OF 中四国」の全 18 試合を対象に、「Club J.LEAGUE」ア

プリにて各会場で限定 QR コードを読み取り、キャンペーンメダルを取得いただい

た人の中から、メダルの取得数に応じて６県・７クラブからの豪華賞品（関係各県

の特産品）が抽選で当たります。 
 

（１）賞品 

【特賞】・・・・全６県の特産品（１等・２等） （１名） 
 

【１等】・・・・各県３本 合計 18 名 

○鳥取県 松葉がに 

○岡山県 倉敷アイビースクエア ペア宿泊券（デラックスツインルーム １泊

朝食付き） 

○山口県 ふるさと発のカタログギフト ぶちうま！山口「あかつき」 

○徳島県 阿波牛・阿波尾鶏の詰め合わせ 

○香川県 オリーブ牛ステーキ肉セット 

○愛媛県 みかん愛たい 
 

【２等】・・・・各県 10 本 合計 60 名 

○鳥取県 とうふちくわ 

○岡山県 岡山特産アイス詰合せ 

○山口県 阿知須牛 100%ハンバーグ 

○徳島県 なると金時 

○香川県 讃岐うどん 

○愛媛県 潮流体験と海鮮丼セット 
 

【３等】・・PRIDE OF 中四国オリジナルグッズ 各クラブ 30本 計 210名 

 

（２）応募方法・締切 

対  象：2022 年２月 27 日（日）～11 月 20日（日）の間に開催される 

「PRIDE OF 中四国」対象全 18試合 

方  法：試合会場に行き、「Club J.LEAGUE」アプリにて各会場で 

限定 QR コードを読み取り、キャンペーンメダルを取得 

アプリの URL：https://www.jleague.jp/app/ 

応募方法：メダルの取得（取得時に応募される。） 

１回取得で２等と３等、２回以上取得で特賞と１等～３等の抽選対象 

応募締切：2022 年 11 月 20 日（日）終了 

PRIDE OF 中四国 メダルチャレンジとは 
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◆問い合わせ先 

 担 当 課 電話番号 

鳥取県 地域づくり推進部スポーツ振興局スポーツ課 0857-26-7919 

岡山県 環境文化部スポーツ振興課 086-226-7440 

山口県 観光スポーツ文化部スポーツ推進課 083-933-2435 

徳島県 商工労働観光部にぎわいづくり課 088-621-2146 

香川県 交流推進部交流推進課 087-832-3055 

愛媛県 観光スポーツ文化部地域スポーツ課 089-947-5564 

 

【参考】 PRIDE OF 中四国 2022 シーズン日程表 

＜Ｊ２＞（３クラブ） 

ファジアーノ岡山、レノファ山口ＦＣ、徳島ヴォルティス 

 

＜Ｊ３＞（４クラブ） 

ガイナーレ鳥取、カマタマーレ讃岐、愛媛ＦＣ、ＦＣ今治 

 

日  程 開始 対  戦 試合会場 

２月２７日（日） １４：００ 岡山 ― 徳島 Cスタ 

３月３０日（水） １９：００ 山口 ― 徳島 みらスタ 

６月１２日（日） １３：００ 山口 ― 岡山 みらスタ 

８月１３日（土） １９：００ 岡山 ― 山口 Ｃスタ 

８月２７日（土） １９：００ 徳島 ― 山口 鳴門大塚 

９月１４日（水） １９：００ 徳島 ― 岡山 鳴門大塚 

日  程 開始 対  戦 試合会場 

３月２０日（日） １４：００ 讃岐 ― 鳥取 ピカスタ 

３月２７日（日） １３：００ 鳥取 ― 今治 Axis 

５月４日（水・祝） １４：００ 讃岐 ― 今治 ピカスタ 

５月５日（木・祝） １３：００ 鳥取 ― 愛媛 Axis 

６月５日（日） １３：００ 今治 ― 愛媛 夢スタ 

７月１７日（日） １８：００ 讃岐 ― 愛媛 ピカスタ 

８月１４日（日） １８：００ 愛媛 ― 鳥取 ニンスタ 

８月２１日（日） １６：００ 今治 ― 讃岐 夢スタ 

９月１０日（土） １９：００ 愛媛 ― 今治 ニンスタ 

１０月２日(日) １３：００ 今治 ― 鳥取 夢スタ 

１１月６日（日） １５：００ 愛媛 ― 讃岐 ニンスタ 

１１月２０日（日） １４：００ 鳥取 ― 讃岐 Axis 


