
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４回ドッヂビーコンペティション 

東海道大会 2015 

最終のご案内 

 
 

 

 

 

 

お問合せは 日本ドッヂビー協会まで TEL：03－3264－3626 

FAX：03－3264－3627 

                 mail：support@dbja.jp 

 

前日および当日の緊急連絡先 

090-3310-0395 稲垣 敬雄 

 

 

 

この度は当大会への参加申込みをいただき、誠にありがとうございます。 

つきましては以下の通り、最終のご案内を差し上げますので、 

ご熟読のうえ御参集いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

当日、お会いできることを楽しみにしております。 

mailto:support@dbja.jp
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１．【大会概要】 

名  称 第 4回ドッヂビーコンペティション 東海道大会 2015 

 

日  程 平成 27 年 3月 1日 日曜日 

 

会  場   浜松アリーナ  

   〒435-0016 静岡県浜松市東区和田町 808-1   TEL：053-461-1111 

   https://www.mb.epss.jp/contents/facilities/1280/index.html 

 

主  催   日本ドッヂビー協会 

 

後  援 静岡県 ／ 静岡県教育委員会 ／ 浜松市 ／ 浜松市教育委員会 

公益社団法人 全国子ども会連合会 ／ 神奈川県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

公益財団法人 浜松市観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ ／ 静岡新聞社・静岡放送 

 

主  管 静岡県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

協  力 愛知県ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ協会 

 

協  賛 日本テトラパック株式会社／株式会社ヒーロー／株式会社ランドウェル 

 

部門/資格 すべて性別は不問 

   ➊ディスクドッヂ 小学生部門  ／小学生 

➋ディスクドッヂ 一般部門  ／年齢不問 

➌ディスクドッヂ チャレンジド部門     ／年齢不問 

  ➍ゴールドッヂ部門          ／中学生以上（基本原則） 

２．【表彰／副賞 および参加賞】 

表  彰    各部門、優勝／準優勝／３位のチームへ対して以下が授与されます。 

・主催者（日本ドッヂビー協会）より表彰状、協賛社より副賞を贈呈。 

 

参 加 賞 すべての参加者（選手登録者）に対して日本テトラパック㈱よりご提供 

  いただきましたエコ・ドッヂビー270 が 1枚づつ、贈呈されます。 

  

https://www.mb.epss.jp/contents/facilities/1280/index.html
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３．【参加チーム一覧】   2 月 16 日 現在 

都府県  チーム名称   地域 合計 大人  子ども 

➊小学生部門 16チーム   部門計 219人 0人 219人 

東京招待 三日ファイターズ  荒川区  13 × 13 

東京招待 国領ハッチ   調布市  14 × 14 

東京都  お茶小ペガシス   文京区  13 × 13 

東京都  ウエストシックス  荒川区  16 × 16 

東京都  ＮＤＣそげキング  足立区  15 × 15 

東京都  ＭＤＣ    武蔵野市 17 × 17 

愛知招待 ＧＤＴ Ａ   犬山市  14 × 14 

愛知招待 ＧＤＴ Ｂ   犬山市  16 × 16 

愛知県  AXTOS PHOENIX Jr  名古屋市 13 × 13 

愛知県  新知ファンタグレープ  知多市  10 × 10 

愛知県  Fire Jr．１   稲沢市  12 × 12 

愛知県  Fire Jr．２   稲沢市  13 × 13 

愛知県  苗代ヴィクトリーＺ  名古屋市 12 × 12 

愛知県  苗代フリッパーズ  名古屋市 12 × 12 

岐阜県  ＣＡＴ多治見   多治見市 14 × 14 

岐阜県  ＣＡＴ多治見リトルスター 多治見市 15 × 15 

 

➋一般部門 14チーム   部門計 146人 117人 29 人 

東京招待 ＭＤＣ    武蔵野市 13  8  5 

東京都  ＮＤＣベックマン  足立区  11 10  1 

東京都  ＣＨＵＭＳ   渋谷区  10 10  0 

愛知招待 ＡＳＯ月組   名古屋市 10  9  1 

愛知県  守東ＡＳＯ   名古屋市  7  7  0 

愛知県  ＡＳＯ - dream   名古屋市  7  2  5 

愛知県  半田特別支援学校桃花校舎 A 大府市  11 11  0 

愛知県  Ｏ.ＧＤＴ   犬山市  10  9  1 

愛知県  新知ファンタジスタ  知多市  10  9  1 

愛知県  SBE Fire 1   稲沢市   9  5  4 

愛知県  SBE Fire ２   稲沢市  10 10  0 

大阪府  ﾁｷﾝ南蛮    摂津市  13 13  0 

静岡県  ＴＡＣ    富士市  13  8  5 

岐阜県  ＣＡＴ多治見もののふ  多治見市 12  6  6 
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➌ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門 3 チーム  部門計 40人 39人 1 人 

愛知県  半田特別支援学校桃花校舎 B  大府市  13 13 0 

愛知県  HIGASHI 1-4クラブ  一宮市  16 15 1 

静岡県  あそしえ・あぐり  浜松市  11 11 0 

 

➍ｺﾞｰﾙﾄﾞｯﾁﾞ部門 3 チーム  部門計 35人 30人 5 人 

愛知県  AXTOS PHOENIX   名古屋市 7  6 1 

愛知県  ＭＰＳ    高浜市 10 10 0 

静岡県  ＴＡＣ    富士市 18 14 4 

 

総合計チーム ： 36 チーム      総合計参加選手 ： 440 名 

 

※ 招待チームについて 

本大会は日本ドッヂビー協会により指定させていただきました東京および愛知で 2014

年に開催された 2大会の各部門優勝チームを招待チームとして設定いたしました。 

都府県欄に招待と明記されているチームが該当いたします。 

 

４．【参加料とお支払方法】 

参加料   小・中学生     ＝ ＠1,000 円 

一般（中学卒業以上） ＝ ＠2,000 円 

  ・金額は➊～➍各出場部門にかかわらず、参加者様各々の対象年齢による 

一人当たりの金額です。(傷害保険加入費用を含みます) 

 

確定参加料 2月 23 日（月曜日）15:00を以って、各チームの参加料金額を確定と 

させていただきます。 

よって、チーム
．．．

メンバー
．．．．

数
．
の変更
．．．

は 2月 23日 15：00が最終となります。 

※【確定参加料】の金額は 2月 24日（火曜日）に協会ホームページに掲出しますので、 

 チーム代表者の方は必ずご確認のうえ、当日お越しいただきますようお願いいたします。 

 

お支払方法 大会当日の朝、受付にてチーム代表者の方より、チーム単位でまとめて 

徴収させていただきます。恐縮ですが、お釣銭の用意はございません。 

あらかじめ【確定参加料】金額ちょうどの現金をご準備ください。 
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（４補足）参加料とメンバー変更について 

●2月 23 日（月曜日）15:00 以降、メンバーが減少した場合。 

（体調不良、やむを得ない事情等で当日、欠席となるメンバーが出た場合など） 

 

各チームの参加料金額は既に 2月 23日に確定とさせていただきましたので、参加料は 

確定額を頂戴いたしますが、参加賞は確定参加料に相当する人数分をチーム代表者の方 

にお渡しいたします。 

 

また、事前に欠席が判明したメンバーの代わりとして、今までにエントリーしていない 

人物を補充することは次項【編成と登録】に合致している前提で容認いたします。 

（補充は必ずおこなう必要はございません） 

 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

 

●2月 23 日（月曜日）15:00 以降、さらにメンバーを追加する場合。 

 できるだけ、多くの方に楽しんでいただきたい趣旨に基づき、すべて、承ります。 

その変更内容の申告は、協会へあらかじめご連絡をいただく必要はありません。 

当日、受付にて変更したメンバー表を提出していただくことで承ります。 

 

 ただし、参加賞をお渡しできる保証は致しかねます。（事前に〆切った時点での数量で 

手配する関係から）なおかつ、参加料は追加人数分を徴収させていただきますので 

あらかじめ御了承のうえ、追加してください。 

 

※当日、メンバー追加があり、確定参加料と実際参加料の金額に差異ある場合、

受付の順序が最後となり、長時間お待ちいただくことがあり得ますので 

あらかじめ、ご了承ください。 
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５．【チーム編成と登録】 

➊【ディスクドッヂ】小学生部門 

  ・小学生以外は一切、出場できません。 

・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 13名。 

・チームの人数が 13名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、出場可能とします。 

 

➋【ディスクドッヂ】一般部門 

・年齢不問 

・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 10名。 

・チームの人数が 10名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、出場可能とします。 

※各チーム引率者の登録はありません。 

 

➌【ディスクドッヂ】ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門 

・年齢不問 

・1ゲームに出場するプレーヤーは 1チーム 13名。 

・チームの人数が 13名に満たなくても、あらかじめ 

不利なことを確認のうえ、出場可能とします。 

※各チーム引率者の人数は基本的に 1チーム 2名としますが 

適宜、ご要望に応じますので当日、大会本部へご相談ください。 

 

➍【ゴールドッヂ】部門 

・基本原則として中学生以上で募集いたしましたが、 

今大会は自己責任において小学生の参加を容認いたします。 

・ゲームのフィールドプレーヤーは 1チーム 5名。 

・チームの人数が 4名に満たない場合、出場できません。 

・協会公認ルールでは 1チーム 12名までとなっていますが、 

本大会ではチーム登録人数の制限は撤廃します。 

※各チーム引率者の登録はありません。 

 

全部門共通事項 

  ※衝突等安全確保のため、未就学児の参加はできません。 

※本大会におけるチーム登録人数の上限はありません。 
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６．【競技方法】 

➊【ディスクドッヂ】小学生部門 16 チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

予 選  ： ４チームで構成した４リーグ総当たり戦 

  勝ち点制を採用しますので、引き分けがあります。 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ： ①各予選リーグ上位２チーム、計８チームが進出。 

②３位決定戦をおこないます。 

③同点の場合、ＰＴ戦により勝敗を決します。 

④決勝戦のみ同点の場合、延長戦をおこないます。 

 

➋【ディスクドッヂ】一般部門 14チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

予 選  ： ４－４－３－３チームで構成した４リーグ 

勝ち点制を採用しますので、引き分けがあります。 

 ﾌﾚﾝﾄﾞﾏｯﾁ ： ３チームリーグ各３位同志にて実施します。 

       同点の場合、引き分けとします。 

決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ： ①各予選リーグ上位２チーム、計８チームが進出。 

②３位決定戦をおこないます。 

③同点の場合、ＰＴ戦により勝敗を決します。 

④決勝戦のみ同点の場合、延長戦をおこないます。 

 

➌【ディスクドッヂ】ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門 3チーム 

試合時間 ： １試合３分を前・後半２セット 

試合形式 ： ３チームで構成したリーグ戦を２回戦おこないます。 

       勝ち点制を採用しますので、引き分けがあります。 

  勝ち点により、最終順位を決定します。 

 

➍【ゴールドッヂ】部門 3 チーム 

試合時間 ： １試合７分、前後半２セット ハーフタイム２分 

試合形式 ： ３チームで構成したリーグ戦を２回戦おこないます。 

       勝ち点制を採用しますので、引き分けがあります。 

  勝ち点により、最終順位を決定します。 

 

※組み合わせおよびタイムスケジュールは別紙を参照してください。 
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７．【本大会ルール】 

ルール全文はＤＢＪＡホームページに掲出されていますのでご確認ください。 

基本的に日本ドッヂビー協会制定の公式ルールでおこないますが以下項目について、 

本大会ルールとして採用いたします。 

 

●ディスクドッヂのスロー規制について 

 ディスクドッヂ競技は全ての部門において小学生推奨「縦投げ禁止」を採用します。 

 

●審判団 

 ＜ディスクドッヂ＞ 主審＝１名、副審＝１名、線審＝２名、記録員＝１名の５名 

 ＜ゴールドッヂ＞  主審＝１名、副審＝１名、記録員＝１名の３名 

 

●リーグ戦の順位決定 

本競技会のすべての部門におけるリーグ戦の順位は以下の優先順で決定します。 

１）勝点の大きいチーム 

２）得失点（総得点数マイナス総失点数）の大きいチーム 

３）総得点数の多いチーム 

４）総失点数の少ないチーム 

５）直接対決での勝利チーム 

６）ディスクフリップをおこない、権利を得たチーム を上位とします。 

 

●トーナメントおよび順位決定戦で終了時同点の勝敗決定 

本競技会のすべての部門におけるトーナメント戦が終了時間時点で同点の場合、 

その勝敗はＰＴ（Penalty Throw）戦で決定いたします。 

  

＜全部門、決勝戦のみ延長戦をおこないます＞ 

詳細はリーグ／トーナメント表に記載しています。 

 

●レフリータイムアウト 

 本競技会のすべての試合において、万が一、試合中のケガ、その他主審が必要と判断 

した時、主審によりタイムアウトが宣告されることがあります。 

 その場合、タイムアウト時間を計測し、ロスタイムとして試合時間を延長します。 

 さらに主審の状況判断によりケガをした選手が退場した場合、主審の指示に従い、 

退場選手のポジションへ交代選手を入れることができます。 
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８．【競技運営 諸注意事項】 

●対戦に必要な書類について 

・大会のタイムスケジュール／各部門のリーグ対戦表およびトーナメント表は 2 月 24日

（火曜日）までに協会ホームページにて掲出することで発表いたします。 

チーム代表者の方は必ずご確認のうえ当日お越しいただきますようお願いいたします。 

大会当日、受付にて代表者の方に出場該当部門の①スケジュール表 ②リーグ対戦表 

③トーナメント表を各１部、配布いたしますがそれ以上の数、必要な場合にはあらか

じめ協会ホームページより、プリントアウトをお願いいたします。 

・各部門の決勝戦について、スターティングメンバー表を提出いただく場合があります。 

詳細は大会当日、お伝えいたします。 

 

●チーム招集 

次にゲームをおこなうチームは直前試合中に本部の横、招集エリアに集合してください。 

開始予定時間にチーム不在の場合、0vs12のスコアで敗者として扱います。 

 

●審判員 

・審判は協会認定資格者を中心に主催者が決定します。 

・審判の判定に対するクレーム等は一切受付けません。 

・審判の判定結果は、如何なる場合でも覆りません。 

 

●使用ディスク 

 ＤＢＪＡオリジナル・ドッヂビー270（エコ・ドッヂビー仕様）を全試合において 

使用します。その他、競技関係備品はすべてＤＢＪＡが用意いたします。 

 

●選手のウェア ／ シューズ 

・基本的に背番号付き、チーム揃いのウェアを着用してください。 

背番号がない、揃いのウェアがない場合、主催者が準備しますドッヂビーオリジナル 

ビブスを試合中のみ、着用いただきます。ビブスは各コートに１セットの用意となり 

複数チームで着回していただきますことをあらかじめ、ご了承ください。 

・背番号付きの揃いのウェアであっても黒およびオレンジの場合、主審の判断により、

審判やスタッフと干渉すると思われる時にはビブスを着用していただきます。 

・シューズは内履き（体育館用）を必ずご用意ください。 
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●練習会場 

 ・大会当日の練習、ウォーミングアップはサブアリーナを使用してください。 

 ・サブアリーナでも内履き（体育館用）を必ずご用意ください。 

 ・あくまでも試合前の練習およびウォーミングアップ会場ですので試合前チームを優先

に譲り合っての使用をお願いします。また長時間居続け、遊ぶなどはご容赦ください。 

 ・会場施設内その他スペース（廊下など）でディスクを投げることは厳禁となります。 

 ・サブアリーナに居続け、遊ぶような行為やアリーナ以外でディスクを投げた場合、 

主催者判断で所属するチームが失格となることもあり得ますのでご注意ください。 

 ・万が一、サブアリーナでチーム間のトラブル等が起きた場合、主催者は一切において 

関知いたしません。あらかじめ、ご了解ください。 

 

 ※サブアリーナは午後、ドッヂディスタンス記録会の会場に、同時間帯の練習場所は、 

メインアリーナの第３コートに転換する予定ですので、ご協力をお願いいたします。 

 

●小学生部門の引率 

 ・小学生部門は、受付時に１チームにつき２枚お渡しするＩＤを所持した２名のみ、 

引率者がベンチへ入れます。 

・試合ごとに複数の方がＩＤを持ち回ることは可能です。 

・ＩＤを所持した方の写真撮影はベンチサイドにおいては可能ですがベンチサイド以外 

のスペースでの撮影および立ち入りはご遠慮ください。 

・引率者としてアリーナへ入る場合、必ず内履きに履き替えてください。 

 

●ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門の引率 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門の引率は、受付時に１チームにつきＩＤを２枚一律にお渡しいたしますが、 

追加で必要な場合、適宜、対応させていただきますので当日、本部へお申し出ください。 

 

●その他部門の引率 

その他部門の引率者の設定はありません。あらかじめご了承ください。 

 

●試合結果の発表 

 試合の対戦成績は大会本部に掲示板を設置し、結果を記入いたします。 

各自、ご確認ください。 
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９．【チーム控スペースと観戦について】 

各チ―ムの控スペース／荷物置場はメインアリーナ観客席をご利用ください。 

充分なスペースがありますので、特にエリア指定はいたしません。 

 

なお、荷物内の貴重品管理には主催者は一切の責任を負うことができません。 

各自で厳重に管理いただきますよう、お願いいたします。 

 

コート周辺の座席は占有せず、当該試合関係者の観戦スペースとして常に空けていただき 

ますよう、お願い申し上げます。 

各チーム関係者の皆様は交代で譲り合っての観戦を宜しくお願いいたします。 

 

観戦来場者の方へ 

 ・観戦はメインアリーナ観客席でお願いします。 

・メインアリーナ観客席の入場は無料です。 

・観戦来場者はメイン・サブ両アリーナ面への立ち入りはできません。 

・サブアリーナにも観客席がございます。練習はそちらから、ご覧ください。 

10．【付帯イベント】 

●ドッヂディスタンス記録会 

実施時間の関係から本大会全部門参加各チームより２名にご参加いただきます。 

当日、受付で配布する記録証および登録書に代表者の方は試技者を選抜してご記入の 

うえ、両証書を持参して実施時間中、参加部門の試合空き時間に会場にお越しください。

時間内にお越しいただけない場合、辞退と判断いたします。 

実施会場 ： サブアリーナ 

実施時間 ： １３：１５～１４：４５ 

試技方法 ： ひとり１分以内に３投して、最長試投を計測します。 

 

本会の記録は年齢・性別による対象者カテゴリーに基づく日本記録が出た場合、 

すべて正式記録として認定します。（後日、認定証がご自宅に郵送されます） 

カテゴリー詳細およびルールの詳細は協会ホームページをご参照ください。 

 参加各チームより２名の試投が終了後、時間の余裕がある場合、一般の方々への体験 

 試投を予定しています。当日、ご案内をいたしますのでご希望の方はご参加ください。 

※誠に恐縮ですが、付帯イベントは当日の進行状況によって予告なく、中止および短縮と 

なる場合があり得ますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。 
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11．【全体タイムスケジュール】 

8：45 ～ 9：20 参加チーム受付(チーム代表者の方は受付をお願いします) 

            ＜アリーナ１Ｆのロビーに受付を設置します＞ 

受付は 8：45開始予定ですが、観客席への入場は 9：00となります。 

 

9：00 ～  会場入場開始  ※9:00以前に会場への入場はできません。 

 

 サブアリーナ練習場も 9：00からの入場となります。 

 

9：30 ～ 9：50 開会式  全選手／引率者はメインアリーナに整列を願います。 

 

10：00 ～ 13：12 予選リーグ対戦 （10：00 第 1試合スローオフ） 

試合の空き時間を見計らい、所定の場所にて昼食をおとりください。 

 ＜13:12より、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞ部門の表彰式を本部前にておこないます＞ 

 

＜13：15 ～ 14：45＞ 付帯イベント ドッヂディスタンス記録会 

 

13：24 ～ 15：24 トーナメント／順位決定対戦 

 

15：30  ～  表彰・閉会式 選手およびご希望の方は整列してください。 

 

16：00 (予定)  解散 

12．【大会前日の練習会場】 

大会前日、２月２８日（土曜日）浜松駅近くにあります小学校の体育館を本大会参加者用

の練習会場として浜松市関係各位のご好意によりＤＢＪＡが確保いたしました。 

今回、前泊にて浜松市に入るチームが複数あることからの措置です。 

当日はＤＢＪＡスタッフ数名が常駐いたしますので、ぜひ、ご利用くだされば幸いです。 

会 場 ： 浜松市立 東小学校 体育館 （コート２面） 

   430-0929 浜松市中区中央 2-2-1 

 

時 間 ： 13：00 ～ 17：00 

連絡の有無にかかわらずご利用いただけますが、 

確実に来場の予定がある場合、ＤＢＪＡへご一報ください。 
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13.【諸注意事項】 

●会場関係 

・メイン／サブともにアリーナでの飲食は禁止です。（指定の場所でお願いいたします） 

・アリーナ面には観戦者は入れません。 

・更衣室はメインアリーナおよびサブアリーナに男女共にご用意があります。 

 

◆ここでしか購入できないドッヂビーグッズの特設売店が㈱ヒーローにより設置されます。 

 

●飲食関係 

・メインアリーナ観客席でお願いいたします。 

 

・持ち込まれましたゴミは各自、必ずお持ち帰り下さいますよう、お願いいたします。 

 

●雨天時について 

・本大会すべての試合は、屋内（体育館）でおこなわれますので予定通り、集合をお願い 

いたします。 

 

・公共交通機関がストップするなどが予想されるような荒天時には、主催者より前日に 

チーム代表者の方へご連絡を差し上げます。 

  

●安全管理 

・大会期間中、主催者手配として看護師１名を常駐させています。 

ただし、けが等の対応は薬箱による応急処置程度までとなりますので、あらかじめ 

ご承知おきください。 

 

・大会参加者全員について傷害保険に加入しております。 

 傷害保険は大会の日帰り往復時もカバーしております。 

ただし前泊でのご参加の場合、前泊することで保険業法上、旅行保険の範疇となり、 

大会参加者として加入する傷害保険はカバー対象外となりますので、ご注意ください。 

もちろん、大会会場でのけがは対象となります。 

 

 傷害保険の保障内容は下記の通りです。 

 通院／入院時 一日あたり ＠3,500円 

 死亡／後遺障害      350万円 
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●写真／映像の撮影およびその後日使用について 

本大会に参加されるすべての方について、関係するすべての団体がその目的のために 

写真／映像の撮影をして大会終了後、使用することの許諾をいただいた前提でのご参加 

となりますことを、あらかじめご確認ください。 

 

●当日の駐車場について 

・会場の浜松アリーナの駐車場は普通車で 600台以上のキャパシティがあります。 

 駐車料金は終日駐車で一律￥２００円です。 

機械式ゲートですので各自、ご清算のうえご利用をお願いいたします。 

 

★チャーターバスでの来場について 

・事務局よりチーム代表者の方へあらかじめご連絡を差し上げ、集計したうえで既に 

浜松アリーナへ台数を申告しており、バス専用スペースを確保済みです。 

駐車料金は普通車と同様に終日駐車で一律￥２００円ですが、バス入場は機械式ゲート 

とは異なり機械徴収ができないため、アリーナ事務所へ立ち寄りのうえ、各チームにて 

清算をいただくことになりますので、宜しくお願いいたします。 

 

バスの出入口は↓↑ 駐車場所は赤枠内となります。 

 

バス出入口 

一般車入口 
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14．【会場図】 

＜浜松アリーナ全体図＞ 

 

 

＜メインアリーナコート図＞ 
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15.【浜松アリーナ 交通案内】 

●ＪＲ浜松駅からバスで１５分 

 バスターミナル９番（磐田・山の手線）から「磐田・見附」行で【浜松アリーナ】下車 

●ＪＲ天竜川駅から徒歩 約１５分 

●東名高速道路浜松ＩＣから車で約１０分 


