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《公共交通機関・・・》 《車で・・・》

広島広域公園　　　　　　　広島広域公園
陸上競技場管理事務所　  　 テニスコート管理事務所
〒731-3167　　　　　　　　　　　　 　　〒731-3167
広島市安佐南区大塚西五丁目1番1号　　　　広島市安佐南区大塚西五丁目２番1号
　　TEL    082-848-8484　　　　　　  　　　TEL･FAX　　 082-848-9540
　　FAX　082-848-8460　　　　　　　　　予約専用電話　082-848-9543

　　　　　　　　　　　財団法人広島市スポーツ協会
　　　　　　　   広島広域公園陸上競技場管理事務所
　　　　　　　　　　ホームページアドレス

　　　　　　　　 http://www.sports-or.city.hiroshima.jp/

　　３月５日(日）　　第１節
　サンフレッチェ広島　VS　鹿島アントラーズ
　　　　　　１５：００　キックオフ

　３月１８日(土）　第３節
　サンフレッチェ広島　VS　浦和レッドダイヤモンズ
　　　　　　１４：００　キックオフ
 
　３月２５日(土）　第５節
　サンフレッチェ広島　VS　ガンバ大阪
　　　　　　１５：００　キックオフ

45

広域公園南口 左折 広域公園駐車場 （約１分）

五日市Ｉ．Ｃ．料金所 左折

大塚駅北 左折 テニスコート駐車場 （約５分）

Ａシティ中央 Ｕターン テニスコート駐車場 （約５分）

西風新都Ｉ．Ｃ．料金所 右折

広域公園北入口 右折 広域公園駐車場 （約10分）

大塚駅北 左折 広域公園北入口 右折 広域公園駐車場 （約５分）

沼田出口

大塚駅北 直進 テニスコート駐車場 （約５分）

◆山陽自動車道五日市Ｉ．Ｃ．から◆

◆広島自動車道広島西風新都Ｉ．Ｃ．から◆

◆広島高速４号線（広島西風新都線）沼田出口から◆

Ａシティ中央

広島バスセンター

　　バス17分 テニスコート前 テニスコート

徒歩　約1分

徒歩約10分

県庁前駅 広域公園前駅

徒歩約10分

ＪＲ広島駅 大町駅 広域公園前駅

徒歩約10分

広島空港 中筋駅 広域公園前駅

徒歩　約5分 バス　約20分 徒歩約10分

ＪＲ新井口駅 アルパーク 広島修道大学前

バス　約30分 徒歩約10分

五日市駅北口 広島修道大学前

アストラムライン　約21分

○大人350円・小人180円

広
 
島
 
広
 
域
 
公
 
園

徒歩　約5分

◆ＪＲ新井口駅から◆

◆ＪＲ五日市駅から　<広島市立大学行>

※アストラムラインを利用してテニスコートへ行く際は、大塚駅で下車してください。

リムジンバス　約40分

○大人410円・小人210円

○大人390円・小人200円

○大人460円・小人230円

○大人380円・小人190円

　 大塚駅からバス（花の季台行又はこころ行）に乗車してテニスコート前下車。

                                             （徒歩約1分）

◆市内中心部（紙屋町）からアストラムラインで◆

◆広島駅から◆

◆広島空港から◆

○大人1300円・小人650円

アストラムライン　約35分

○大人470円・小人240円

JR可部線　約17～20分

○大人200円・小人100円

アストラムライン　約18分

○大人350円・小人180円

◆市内中心部（紙屋町）からバスで　<Ａシティ花の季台行又はセントラルシティこころ行に乗車>◆
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陸 上 競 技 場
補 助 競 技 場
第 一 球 技 場

第 二 球 技 場

テ ニ ス コ ー ト

大
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駐車場は、無料で７２０
台（うち、テニスコート
８０台）
駐車可能です。
大規模な大会があるとき
には、車の乗り入れがで
きない場合がありますの
でご了承ください。

　

　　　　　～　ソフトテニス情報　～
日本女子ナショナルチームが３月６日～３月９日まで合宿を
行います。この機会に一度ご覧ください！

　

平成１８年４月から木曜日も営業します。
（８月６日と年末年始［１２月２９日～１月３日］及び臨時施設点検日は休場日となります）

　　4月1日から予約受付方法・時間が変わります！

・予約開始日のご予約は電話のみでの受付になります。
　　（窓口での予約受付は、翌日からに変わります）

・予約は、今までどおり１０時から受け付けますが受付終了時間が
　電話・窓口ともに１８時までに変わります。
　　　※　詳しくは、管理事務所までお問合せください。

営業時間 　 11：00～15：00　（土・日・祝日は延長の場合あり）
定　休　日   木曜日
　　 �       　０８２（８４８）８０６８
★団体でのお食事、各種パーティー、お弁当も受付けています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（要・事前予約）



１６～２０ （１２面） ９～１７

９～１２ １６～１９

１９～２１

１６～１９ サンフレッチェ広島 ９～１８ 【サッカー】 ９～１７ ９～２１ （１８面） ９～２０
９～１７

１９～２１ （14:00ｷｯｸｵﾌ） ９～２１

９～１２ 【サッカー】 １３～１７ ９～１７ （１２面） ９～１８ （１８面） ９～１９

１８～２１

９～１８ 【サッカー】 ９～１７ ９～２１ （１０面） ９～１８ １６～２０ （４面） １７～２０

（15:00ｷｯｸｵﾌ） ９～２１ （２面） ９～１７ （５面） １７～１９

１６～２０ （３面） ９～１７ ９～１７ １３～１７ 【サッカー】 ８～１８ （１８面） ９～１８
強化練習会 （４面） １７～２０

ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会（５面） １７～１９

【サッカー】 １８～２１ １８～２１ （３面） ９～１７ １８～２１

（１７面） ９～１９
（１３面） １０～１７

１６～２０ （３面） ９～１７

（４面） １１～１５

９～１２ ９～１７
（３面） ９～１７ （１７面） ９～１９

１８～２１

１３～１７ １６～１９ サンフレッチェ広島 ９～１８ ９～１８ ９～２１ （１７面） ９～１８

１９～２１ （15:00ｷｯｸｵﾌ） ９～２１

１３～１７ ９～１７ 【サッカー】 ９～１７ ９～１２ ソフトテニス大会 １３～１７ ９～１７ （１７面） ９～１８
（８面） ９～２１ １３～１７

１３～１７ １８～２１

サッカー大会 ９～１７ １３～１７ 【サッカー】 ９～１７ ９～１７ １３～１７

（４面） ９～１７ （１７面） ９～１９
ﾆｭｰﾐｯｸｽ大会 （６面） ９～１７

１６～２０ （１６面） ９～１７ １８～２１

強化練習会 （４面） １７～２０ （１７面） ９～１８
ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ協会（５面） １７～１９

【サッカー】 １８～２１ １３～１７

（１７面） ９～１８
１８～２１

【グラウンドゴルフ】 ９～１２ １６～２０ （１５面） ９～１７

９～１７ （１５面） ９～１７

１８～２１ （４面） １３～１７

　　　　　　　　　　　　あらかじめご了承ください。

高校生テニス講習会成年女子国体ホッケー

安芸府中高校ホッケー部

市春季高校生テニス選手権

市春季高校生テニス選手権

市春季高校生テニス選手権
市春季中学生テニス選手権

市春季小学生テニス選手権　（９面）９～１８

第30回全日本都市対抗市予選

プレイメイトレディースツアー

休　　　　　場　　　　　日

ＦＣポルカ

市春季中学生テニス選手権

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島公式練習 安芸府中高校ホッケー部 市春季中学生テニス選手権

市春季高校生テニス選手権

休　　　　　場　　　　　日

古田台サッカー同好会

強化練習会

沼田サッカースクール

広島県中央地区 沼田サッカースクール

休　　　　　場　　　　　日

沼田サッカースクール

県作業療法士会サッカー大会

平成17年度県指導者講習会
20（月）

21（祝）

　　　ｖｓ　鹿島アントラーズ　

Ｊリーグイベント Ｊリーグイベント
サンフレッチェ広島

テニスインストラクター協会

第46回県高等学校選手権緑井カップ

31（金）

22（水）

2006　Ｊ１リーグ　第５節 Ｊリーグイベント

VS　ガンバ大阪

ワイワイクラブサッカー

安佐南新人サッカー　　　　９～１７

24（金）

市春季中学生テニス選手権

成年女子国体ホッケー

市春季Ｃ級シングルス選手権Ｊリーグイベント Ｊリーグイベント

市春季高校生テニス選手権

Ｊリーグイベント プリンスリーグ Ｊリーグイベント

VS　浦和ﾚｯﾄﾞﾀﾞｲﾔﾓﾝｽﾞ

2006　Ｊ１リーグ　第３節

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島公式練習 荒川ＦＣ

�ナイキプレミアカップ県大�

2006　Ｊ１リーグ　第１節

成年女子国体ホッケー

成年女子国体ホッケー

沼田サッカースクール

全日本都市対抗広島市予選

第46回県高等学校選手権

第46回県高等学校選手権
緑井カップ【サッカー】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7（火）

8（水）

13（月）

広島シティカップ

1（水）

陸 上 競 技 場

12（日）

大塚サッカークラブＯＢ

11（土）

5（日）

6（月）

2（木）

3（金）

4（土）

9（木）

10（金）

補 助 競 技 場 第 二 球 技 場第 一 球 技 場

沼田サッカースクール

テ ニ ス コ ー ト

第10回アジアカップ国際

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ合宿

Ｄｏテニスサーキット

広島シティカップ

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ合宿

沼田サッカースクール

成年女子国体ホッケー

沼田サッカースクール プレイメイトレディースツアー

熊野町役場ＦＣﾌｯﾄｻﾙ大会

鴎州杯サッカー大会

沼田サッカースクール めだかＣＵＰ

休　　　　　場　　　　　日
【臨時開場】

菱明技研サッカー

３ 月 利 用 予 定 表

テ ニ ス コ ー ト陸 上 競 技 場 補 助 競 技 場 第 一 球 技 場 第 二 球 技 場

16（木）

17（金）

成年女子国体ホッケー

29（水）

27（月）

鴎州サッカークラブ 市春季小学生テニス選手権　（８面）９～１８

30（木）

県トレセン みよしＦＣ

成年女子国体ホッケー

ウォーキング指導 佐伯区観音台ＧＧ大会

14（火）

15（水）

市春季Ｃ級シングルス選手権

指導者研修会

26（日）

Ｂフリー練習会

28（火）

オフィスワンサッカー

市春季中学生テニス選手権成年女子国体ホッケー

成年女子国体ホッケー

ＦＣシャルドサッカー

沼田高校専攻実技

鴎州サッカー大会

成年女子国体ホッケー

成年女子国体ホッケー

19（日）

８～１８ ８～１８

プリンスリーグ【サッカー】

９～１７

休　　　　　場　　　　　日
沼田サッカースクール プレイメイトプリンスカップ

成年女子国体ホッケー

ｻﾝﾌﾚｯﾁｪ広島公式練習

グラウンドゴルフ大会

アズーリサッカー大会

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ合宿

18（土）

全日本都市対抗広島市予選

25（土）

23（木）

ノボリＦＣＣＵＰサッカー

※緊急やむを得ない場合、予定を変更することがあります。

１０：３０～１２

９～１７

ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子ﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑ合宿

春分の日

☆専用利用・・・・利用する前年度の３月から順に申し込みを受け付けます。開場時間は９時から２１時までです。
☆個人利用・・・・補助競技場に専用利用がない場合に、トラック部分の利用（ランニング）ができます。開場時間は３・４月は９時から１８時までです。
                                     ご利用の際は、陸上競技場（広島 ビッグアーチ）2階管理事務所で料金をお支払いください。【大人1回200円・小人（高校生以下）1回100円】
☆テニスコート・・コートの予約には「登録」が必要です。「登録」がなくても当日空きコートがあれば利用可能です。

                                      「登録」のお問い合わせは、広島広域公園テニスコート（℡ ０８２－８４８－９５４０）へお願いします。


