
★★★★★★★★★★　交　通　案　内　★★★★★★★★★★
《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/

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
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広
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公
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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
塚

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。

　

 11月12日（土）
 

　VS 大分トリニータ

16：00 kick off

 11月23日（祝）
 

　VS 柏レイソル

15：00 kick off

 12月３日（土）
 

　VS 清水エスパルス

14：00 kick off

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）

ビッグアーチ職員によるウォーキング指導

11月16日（水） 10:30～12:00
スポーツの秋！あなたも一緒に歩きませんか？
参加ご希望の方は、当日運動しやすい服装で
ビッグアーチ2階管理事務所までお越しください。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

【サッカー】 １８～２１ 【ホッケー】 １８～２１ （１４面） ９～１７ １０～１２ 【陸上･サッカー】 １３～１７ １６～２０ （１５面） ９～１７
テニス教室（モーニング③） （2面）１０～１２

テニス教室（ナイト④） （2面）１９～２１

９～１７

あひる杯　　　　（８面） １０～１６

９～１７ ９～１８ ９～１７ （２０面） ９～１７ １６～１９

【ホッケー】 １９～２１ テニス教室（ナイト⑥） （2面）１９～２１

チャレンジＣＵＰ （1０面）９～１７

１６～１９ 全国レディース強化練習会 （2面）１２～１６ ９～１３ ９～１７ １３～１７ ９～１７ （２０面） ９～１７
テニス教室（モーニング④） （2面）１０～１２

【ホッケー】 １９～２１ テニス教室（ナイト④） （2面）１９～２１

７～１８ ７～１８ [準々決勝] ９～１７ 【ホッケー】 １８～２１ （１２面） ９～１７ ８～１６ ９～１７ ９～１７ 中四国予選 ９～１７ （２０面） ９～１７

（８面） ９～１８
強化練習会　　（４面） １７～２０

７～１７ ７～１７ [準々決勝] ９～１７ 【ホッケー】 ９～１２ （８面） ９～１７ １５～２０ インストラクター協会

（５面） １７～１９

（８面） ９～１８

１５～２０ （１４面） ９～１７ ９～１３ 【ホッケー】 １８～２１ （１６面） ９～１６
強化練習会　　（４面） １７～２０
インストラクター協会（５面） １７～１９

【ホッケー】 １８～２１ （１４面） ９～１７ ９～２０ 【サッカー】 ９～１７ ９～２０ （２０面） ９～１７
テニス教室（モーニング⑤） （2面）１０～１２

テニス教室（ナイト⑤） （2面）１９～２１

【陸上･サッカー】 １３～１７ １６～２０ （８面） ９～１７

１８～２１ １６～１９ （２面） １０～１２

【ホッケー】 １９～２１ （２面） １９～２１

９～１３ １６～１９ （８面） ９～１９ ９～１３ ９～１７ ９～１７ ９～１７ （２０面） ９～１７

【ホッケー】 １９～２１ （２面） １９～２１ 【陸上】 １３～１５ 【ホッケー】 １８～２１

９～２０ [準決勝] ９～１７ ９～２０ （２０面） ９～１８ ９～１７ ９～１７ ９～１７ ９～１７ （１２面） ９～１７
広島ＦＭ　　　　（４面） ９～１６

１３～１７ [決勝] ９～１７ 【アメフト】 ９～１７ （２０面） ９～１８ １５～２０ （１４面） ９～１７
強化練習会　　（４面） １７～２０
インストラクター協会（５面） １７～１９

１５～２０ （４面） １７～２０ 【ホッケー】 １８～２１ （２面） １０～１２

（５面） １７～１９ （２面） １９～２１

【サッカー】 １９～２１ 【ホッケー】 １８～２１ （２面） １０～１２ ９～１２ １６～２０

（２面） １９～２１

第 一 球 技 場

ウォーキング指導

 １１　 月　 利　 用　 予　 定　 表 

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 陸 上 競 技 場 補 助 競 技 場

プレイメイトレディースツアー

第 二 球 技 場 テ ニ ス コ ー ト

１（火）

中３トレセン 成年女子国体強化練習 マイカップテニス大会

１６（水）

沼田高校専攻実技 沼田サッカースクール

２（水）

天皇杯サッカー会場設営

休　　　　　場　　　　　日 １７（木） 休　　　　　場　　　　　日
【臨時開場】

３（木）

天皇杯サッカー（４回戦） 全国高校サッカー２次リーグ 中四国ラクロスリーグ

（１３：００キックオフ） 　　 ９～１７

沼田サッカースクール
サンフレッチェ広島

県高校新人ホッケー選手権 第４２回市秋季D級シングルス選手権

１８（金）
テニス教室（モーニング⑦）

ｖｓ　水戸ホーリーホック 成年女子国体強化練習 （2面）１０～１２

全国財務局サッカー大会

４（金）

吉島レディースＳＣサッカー ＦＣプロフィットサッカー大会 第７０回県知事杯県選手権

成年女子国体強化練習

沼田サッカースクール

１９（土）

サンフレッチェ広島公式練習

５（土）

市中学校新人陸上 市中学校新人陸上 全国高校サッカー選手権 成年女子国体強化練習 第４２回市秋季Ｄ級シングルス選手権

２０（日）

市小体連陸上教室記録会

第３６回市秋季小学生テニス選手権

全国財務局サッカー大会 安佐南区歯科医師会サッカー フラッグフットボール日本選手権 第７０回県知事杯県選手権

６（日）

市中学校新人陸上 市中学校新人陸上 全国高校サッカー選手権 成年女子国体強化練習 第４２回市秋季Ｄ級シングルス選手権

２１（月）

沼田サッカースクール

第３６回市秋季小学生テニス選手権

７（月）

沼田サッカースクール 第８回プリンセスカップ

２２（火）

サンフレッチェ広島公式練習 成年女子国体強化練習 第５回タッチショットカップ

テニス教室（ﾓｰﾆﾝｸﾞ⑧）(2面）　１０～１２

テニス教室（ナイト⑦）    （２面）  １９～２１

８（火）

成年女子国体強化練習 第８回プリンセスカップ

２３（水）

2005　J1リーグ　第３２節

サンフレッチェ広島
ｖｓ　柏レイソル

Ｊリーグイベント レディースフェスタクワトロ大会 Ｊリーグイベント 第５８回県高等学校新人大会

（１５：００キックオフ） 　 ９～２０

９（水）

沼田高校専攻実技 沼田サッカースクール 第８回プリンセスカップ

２４（木） 休　　　　　場　　　　　日

沼田サッカースクール テニス教室（ﾓｰﾆﾝｸﾞ⑨）

１０（木） 休　　　　　場　　　　　日 ２５（金）

車イス陸上

沼田サッカースクール 中四国学生室内選手権予選

２６（土）１１（金）

サンフレッチェ広島公式練習 バーモントカップフットサル

成年女子国体強化練習 テニス教室（ナイト⑦）

第７０回県知事杯県選手権

成年女子国体強化練習 テニス教室（ナイト⑤） スポーツキッズ 成年女子国体強化練習

サンフレッチェ広島公式練習 市中学校新人サッカー大会 市中学校新人サッカー大会

１２（土）

2005　J1リーグ　第３０節 Ｊリーグイベント 全国高校サッカー選手権
サンフレッチェ広島

ｖｓ　大分トリニータ

Ｊリーグイベント 市中学校新人体育大会

２７（日）

小・中学生陸上教室 ８大学ＯＢ杯サッカー 宇品杯サッカー 広島フットベース大会 第７０回県知事杯県選手権

（１６：００キックオフ） 　 ９～２０

１３（日）

スクデット広島シティリーグ大会 全国高校サッカー選手権 中四国学生リーグ 市中学校新人体育大会

２８（月）

沼田サッカースクール 第１６回女子連会員テニス大会

１４（月）

沼田サッカースクール 強化練習会

２９（火）

テニス教室（ﾓｰﾆﾝｸﾞ⑩）

インストラクター協会 テニス教室（ナイト⑧）

成年女子国体強化練習

成年女子国体強化練習 テニス教室（ﾓｰﾆﾝｸﾞ⑥）

３０（水）

佐伯高校マラソン大会

テニス教室（ナイト⑥）

沼田サッカースクール

※緊急やむを得ない場合は予定を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

１５（火）

県トレセン

☆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１１・１２月は９時から１７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。


