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全国都道府県バドミントン協会　様

(公財)日本バドミントン協会　様

大阪府バドミントン協会

会　長　三宅祐司

[公印:略]

謹啓

時下ますますご清祥の段､お慶び申し上げます｡

平素は格別のお引き立てをいただき､厚く御礼申し上げます｡

さて､第56回全日本社会人大会の最終事務連絡を下記の通り行います｡

ご査収のほどよろしくお願い申し上げます｡

謹白
<事務連絡>

1.

2.

3.

4.

各体育館近辺の状況

線習会易にっいて

試合当日の練習会場

会場案内図

担　当:事務局　月原　朗

TEL072-806-8558

FAX072-800-8546

E~MAIL些旦I坦二bad@post･ sannet.聖二_垂

URL http://-. osaka-badminton. jp/

以上



連絡事項(各体育館で試合される選手の皆様-)

○　舞洲アリーナ

最寄りの駅･(JR桜島)から距離があり,バス,タクシーで行く必要がありま

す･開始時間までに十分余裕をもって来場されるように,お願いします.駐車

場(1日1000円)は,利用可能です.

また,体育館の近くには,コンビニが1軒しかなく,大きな給食施設はあり

ません･お弁当を持参されるか,南海旅行社(大会HP参照)に弁当を注文さ

れるように,お勧めします.注文は26日(月)まで受け付けます.各自で持参

した弁当殻,ペットボトル等は,必ず持ち帰ってください.

桜島駅にもタクシーは少なく,体育館近辺には,タクシーはありません.タ

クシーを利用される場合は,電話で呼ぶことになります.

O BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)

最寄りの駅(なんば)から徒歩5分で行けます.近辺は,繁華街であり,食

事できる場所は沢山あります.体育館には,選手用の駐車場はありません.近

隣の有料駐車場を利用するか,公共交通機関で来場ください.

○　練習会場について

試合前日の8月30日(金)の午後13時から17時に, BODYMAKERコ

ロシアム(大阪府立体育会館)のサブアリーナ,舞洲アリーナサブアリーナを

練習会場として,解放します.練習会場の予約はありませんので､譲り合って

ご利用下さい.

よろしくお願いします.

大阪府バドミントン協会



試合当日の練習会場

競技開始前､ 8時15分～9時15分の間､ 15分単位で練習開放します｡

(1) 15分単位で練習を交替していただきます｡

練習を終えられましたら観覧席など-移動され､次の選手にお譲り下さい｡

(2)練習会場での開始･終了及び入替時の案内のコールをします｡

(3)練習会場の予約はありませんので､譲り合ってご利用下さい｡

(4)8/31-9/1は､ ｢舞洲アリーナサブコート｣を競技終了まで､練習開放します｡

(5)9/1-9/4は､ ｢ BODYMAKERコロシアムサブアリーナ｣を競技終了まで､練習開放します｡

(6)大会期間中､競技終了後の練習開放はしませんので､ご承知おき下さい｡
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会場案内
第1会場: BODYMAKERコロシアム(大阪府立体育会館)
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所在地　大阪市浪速区難波中3-4-36

TELO6-6631 -01 21

最寄り駅
○地下鉄各線｢なんば｣駅下車5番出口から350m (徒歩約5分)

○近鉄電車｢なんば｣駅下車600m (徒歩約10分)

○南海電車｢なんば｣駅下車南出口から250m (徒歩約5分)

OJR ｢なんば｣駅下車800m(徒歩約10分)

第2会場:舞洲アリーナ
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所在地　大阪市此花区北港緑地2丁目内
TEL 06-6460-9855

最寄り駅
OJR環状線｢西九条｣駅より市バス｢舞洲スポーツアイランド｣行き乗車､ ｢舞洲中央｣下車徒歩2分｡

OJR桜島線桜島駅より高バス｢舞洲スポーツアイランド｣行き乗車､ ｢舞洲中央｣下車徒歩2分｡

OJR桜島線桜島駅より北港観光バス｢舞洲アクティブバス｣乗車､ ｢アリーナ東｣下車徒歩2分｡
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北港観光バス時刻表

J R桜島駅発

2系統　環境局前
標準発車時刻表

･アリーナ東経
for Lod
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00 13　24　36　50

04 12　26　38　50

00 14　28　37　51

14　31 51

14　31 51

ll 31 51

ll 31 51

ll 31 51

ll 29　50

06　28　43　56

08　20　33　45　57

10　22　34　47　59

12　25　37　55

15　35　55

15　30

06　41墨

Maishima area

Sunda

201 3.5.1 3実施

Nationa一 holida

01 20　38　57

15　34　52

12　33　52

12　32　52

12　32　52

12　32　52

12　32　52

12　32　52
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バスご案内l苦言酬｣-大阪放前ー 
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アリーナ南とアリーナ前は 通過しますoアリーナ前※ 讃2ーア諸藩 ロッジ3 舞洲舞洲緑地前ベースボール スタジアム前運動広場東. セレッソ大阪前 

運賃おとな200円adJt こども100円dl胸 高ニー-:''==-I-.--.--運賃先払い ーhO 剪�3_藍整輩H.欄 ニュートラム③ 住之江公園方面 

o嵩∴親.tii_薗轟馨_あら力じめ小銭を --ふなヨこ ��

議謀り語醒o 刮�伯粕ﾌ売場所☆ロッジ舞洲フロント ☆ローソン舞洲スポーツアイランド店 100円券22枚綴り2,000円ですoご利用下さいo 

お忘れ物等お問い合わせは､ 北港観光バス (06) 6460-51 88まで


