
佐賀インターナショナルバルーンフェスタの歴史
開催年 開催日 名称 参加機数 観客動員数 開催イベント

第１回 1980 11/22（⼟）〜11/23（日） バルーンフェスタin九州 14 3万人 競技飛行
第２回 1981 11/21（⼟）〜11/22（日） バルーンフェスタin佐賀 18 5万人 競技飛行
第３回 1982 11/20（⼟）〜11/22（⽉） バルーンフェスタin佐賀 24 8万人 競技飛行

第４回 1983 11/19（⼟）〜11/22（⽕） バルーンフェスタin佐賀 34 10万人
競技飛行
記念アトラクション

第５回 1984 11/23（⾦）〜11/26（⽉）
1984佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第1回パシフィックカップ
・第1回日本選手権

49 12万人 競技飛行

第６回 1985 11/22（⾦）〜11/25（⽉）
1985佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第2回パシフィックカップ
・第2回日本選手権

50 15万人 競技飛行

第７回 1986 11/21（⾦）〜11/24（⽉・休）
1986佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第3回パシフィックカップ
・第3回日本選手権

83 20万人 競技飛行

第８回 1987 11/20（⾦）〜11/23（⽉・祝）
1987佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第4回パシフィックカップ
・第4回日本選手権

76 25万人 競技飛行

第９回 1988 11/19（⼟）〜11/23（⽔・祝）
1988佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第5回パシフィックカップ
・第5回日本選手権

92 35万人

競技飛行
気球教室
子供スケッチ大会
クイズ大会
ミニ物産展
落下傘降下
ミスバルーンコンテスト

第１０回 1989 11/21（⽕）〜11/26（日）
1989佐賀熱気球世界選手権
・第9回FAI熱気球世界選手権
・第6回パシフィックカップ

132 117万人

競技飛行
熱気球係留
気球教室
スカイスポーツデモンストレーション
フォトコンテスト
ミスバルーンコンテスト
子供スケッチ大会

第１１回 1990 11/21（⽔）〜11/25（日）

1990佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第7回パシフィックカップ
・第1回熱気球太平洋選手権
・第1回レディース・ワールドカップ

85 80万人

競技飛行
スカイスポーツデモンストレーション
フォトコンテスト
スケッチ大会
花⽕大会
憩いの広場イベント

第１２回 1991 11/20（⽔）〜11/24（日）

1991佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第8回パシフィックカップ
・第8回日本選手権
・第2回レディース・ワールドカップ

110 89万人

競技飛行
熱気球係留
Honda F1マシン走行（中嶋 悟選手）
スカイスポーツデモンストレーション
ミスバルーンコンテスト
子供スケッチ大会

第１３回 1992 11/19（⽊）〜11/23（⽉・祝）

1992佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第9回パシフィックカップ
・第9回日本選手権
・第3回レディース・ワールドカップ

136 88万人

競技飛行
熱気球係留
夜間係留
スカイスポーツデモンストレーション
ミスバルーンコンテスト
子供スケッチ大会

第１４回 1993 11/19（⾦）〜11/23（⽕・祝）

1993佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第10回パシフィックカップ
・第10回日本選手権
・第4回レディース・ワールドカップ
・1993日本気球グランプリ最終戦

136 63万人

競技飛行
熱気球係留
夜間係留
バルーンファンタジア
スカイイベント
ミスバルーンコンテスト
クイズ大会

第１５回 1994 11/19（⼟）〜11/23（⽔・祝）

1994佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第11回パシフィックカップ
・第11回日本選手権
・第5回レディース・ワールドカップ
・1994日本熱気球グランプリ最終戦

120 98万人

競技飛行
バルーンファンタジア
夜間係留
クイズ大会

第１６回 1995 11/22（⽔）〜11/26（日）

1995佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第12回パシフィックカップ
・第6回レディース・ワールドカップ
・1995熱気球ホンダグランプリ最終戦

121 81万人
競技飛行
バルーンファンタジア
夜間係留

第１７回 1996 11/20（⽔）〜11/24（日）

1996佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第13回パシフィックカップ
・第7回レディース・ワールドカップ
・第4回熱気球太平洋選手権
・1996熱気球ホンダグランプリ最終戦

128 88万人

競技飛行
バルーンファンタジア
夜間係留
スカイイベント

第１８回 1997 11/18（⽕）〜11/24（⽉・休）
1997佐賀熱気球世界選手権
・第13回FAI熱気球世界選手権
・1997熱気球ホンダグランプリ最終戦

170 107.1万人

競技飛行
フェスタフライト
バルーンファンタジア
夜間係留
気球教室
スカイイベント



第１９回 1998 11/19（⽊）〜11/23（⽉・祝）

1998佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第14回パシフィックカップ
・第15回熱気球日本選手権
・1998熱気球ホンダグランプリ最終戦

128 72万人

競技飛行
気球教室
バルーンファンタジア
バルーン係留
夜間係留
キッズデー
ハートフルデー

第２０回 1999 11/19（⾦）〜11/23（⽕・祝）

1999佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第15回パシフィックカップ
・第16回熱気球日本選手権
・1999熱気球ジャパンホンダグランプリ最終戦

123 68.1万人

競技飛行
バルーンファンタジア
バルーン係留
気球教室
キッズデー
ハートフルデー
夜間係留
スポーツカイト

第２１回 2000 11/1（⽔）〜11/5（日）

2000佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第16回パシフィックカップ
・第17回熱気球日本選手権
・2000熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦

110 76.5万人

競技飛行
バルーンファンタジア
バルーン係留
ハートフルデー
キッズデー
夜間係留
スポーツカイト
セスナデモフライト

第２２回 2001 10/31（⽕）〜11/4（日）

2001佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第17回パシフィックカップ
・第18回熱気球日本選手権
・2001熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦
・2001熱気球ワールドホンダグランプリ第2戦

120 71.8万人

競技飛行
バルーンファンタジア
ハートフルデー
キッズデー
バルーン係留
夜間係留
トライアルバイク
スカイダイビング
スポーツカイト
親子バイク

第２３回 2002 10/31（⽊）〜11/4（⽉・休）

2002佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第18回パシフィックカップ
・第19回熱気球日本選手権
・2002熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦

110 59.56万人

競技飛行
バルーンファンタジア
ハートフルデー
キッズデー
気球教室
夜間係留
スポーツカイト
スカイダイビング
アクロバット飛行
トライアルバイク
親子バイク体験

第２４回 2003 10/30（⽊）〜11/3（⽉）

2003佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第19回パシフィックカップ
・2003熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦
・2003SAGAシニアパイロット選手権

114 89.4万人

競技飛行
ファンファンカーニバル
ハートフルデー
キッズデー
気球教室
夜間係留
スカイスポーツ
親子バイク体験
トライアルバイク

第２５回 2004 11/3（⽔・祝）〜11/7（日）

2004佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第25回記念大会
・第20回パシフィックカップ
・2004熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦
・2004SAGAシニアパイロット選手権

116 99.7万人

競技飛行
ファンファンカーニバル
ハートフルデー
キッズデー
気球教室
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第２６回 2005 11/2（⽔）〜11/6（日）

2005佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第21回パシフィックカップ
・第22回熱気球日本選手権
・2005熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦
・2005SAGAマスターズカップ

113 79.8万人

競技飛行
ファンファンカーニバル
ハートフルデー
キッズデー
気球教室
伊藤園気球教室
夜間係留
親子バイク
トライアルバイク

第２７回 2006 11/1（⽔）〜11/5（日）

2006佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第22回パシフィックカップ
・第23回熱気球日本選手権
・2006熱気球ジャパンホンダグランプリ第4戦
・2006SAGAマスターズカップ

114 87.7万人

競技飛行
バルーンファンタジア
ハートフルデー
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
スポーツ＆レジャーフェスティバル
トライアルバイク



第２８回 2007 10/31（⽔）〜11/4（日）

2007佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第23回パシフィックカップ
・第24回熱気球日本選手権
・2007熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2007SAGAマスターズカップ

111 78.7万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
スポーツ＆レジャーフェスティバル
トライアルバイク

第２９回 2008 10/30（⽊）〜11/3（⽉・祝）

2008佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第24回パシフィックカップ
・第25回熱気球日本選手権
・2008熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2008SAGAマスターズカップ

107 94.3万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第３０回 2009 10/30（⾦）〜11/3（⽕・祝）

2009佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第30回記念大会
・第25回パシフィックカップ
・第26回熱気球日本選手権
・2009熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2009SAGAマスターズカップ

112 86.4万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第３１回 2010 11/3（⽔・祝）〜11/7（日）

2010佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第26回パシフィックカップ
・第27回熱気球日本選手権
・2010熱気球ホンダグランプリ第4戦
・SAGAマスターズカップ

106 92.1万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第３２回 2011 11/2（⽔）〜11/6（日）

2011佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第27回パシフィックカップ
・2011熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2011SAGAマスターズカップ

98 64万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第３３回 2012 10/31（⽔）〜11/4（日）

2012佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第28回パシフィックカップ
・2012熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2012SAGAマスターズカップ

100 80.3万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク

第３４回 2013 10/31（⽊）〜11/4（⽉・休）

2013佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第29回パシフィックカップ
・第30回熱気球日本選手権
・2013熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2013SAGAマスターズカップ

101 81.4万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スカイスポーツ
トライアルバイク
流鏑馬

第３５回 2014 10/30（⽊）〜11/3（⽉・祝）

2014佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第30回パシフィックカップ
・第31回熱気球日本選手権
・2014熱気球ホンダグランプリ第4戦
・2014SAGAマスターズカップ

113 85万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スポーツカイト
トライアルバイク
キッズテニス
ストライダー
流鏑馬

第３６回 2015 10/30（⾦）〜11/3（⽕・祝）
2015佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・FAI熱気球世界選手権プレ大会

80 92.5万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
係留
夜間係留
スポーツカイト
モーターパラグライダー
トライアルバイク
キッズテニス
ストライダー
流鏑馬

第３７回 2016 10/28（⾦）〜11/6（日）
2016佐賀熱気球世界選手権
・第22回FAI熱気球世界選手権
・2016熱気球ホンダグランプリ最終戦

186 131万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スポーツカイト
モーターパラグライダー
トライアルバイク
キッズテニス



第３８回 2017 11/1（⽔）〜11/5（日）

2017佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第31回パシフィックカップ
・第34回熱気球日本選手権
・2017熱気球ホンダグランプリ第4戦

111 88.6万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スポーツカイト
モーターパラグライダー
トライアルバイク
キッズテニス
ストライダー

第３９回 2018 10/31（⽔）〜11/4（日）

2018佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第32回パシフィックカップ
・第35回熱気球日本選手権
・2018熱気球ホンダグランプリ第4戦

109 82.1万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
スポーツカイト
モーターパラグライダー
トライアルバイク
キッズテニス
キッズカート

第４０回 2019 10/31（⽊）〜11/4（⽉・休）

2019佐賀インターナショナルバルーンフェスタ
・第40回記念大会
・第33回パシフィックカップ
・2019熱気球ホンダグランプリ第4戦

121 92.8万人

競技飛行
バルーンファンタジア
キッズデー
気球教室
夜間係留
東京ディズニリゾートスペシャル―パレード（中央大通り）
Hondaレースマシンデモンストレーション
（ジェンソンバトン選手・佐藤琢磨選手）
スポーツカイト
モーターパラグライダー
トライアルバイク


