
   会  場  案  内         中播地区 
 
 感染症対策のため、中学校会場が多くなりご不便をおかけしますが、安全で安心な大会

運営ができますよう、ご協力よろしくお願いします。 

 後日、会場校より詳細が送付されますので、そちらをご参照ください。 

 

【１２日】  

姫路市立総合スポーツ会館   担当：前田 tel.079-222-5588（白鷺小中学

校） 

       姫路市西延末９０ 

       山陽電鉄  手柄駅下車 西徒歩約２０分 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅北口４番のり場（26,27,28,29） 

                   中地 下車 

       自動車      姫路バイパス 中地ランプ北東約８００ｍ 

                   駐車場－普通車姫路球場周辺３００台 

                           大型・マイクロ－姫路球場 西側駐車場可 

 

 

姫路市立網干南公園ふれあいの館    

担当：加藤 tel.079-273-6087（網干中学校） 

       姫路市網干区新在家２４６ 

       山陽電鉄  網干駅下車 西へ徒歩約２３分 

       自動車      姫路バイパス 中地ランプ下車２５分 

    駐車場－５０台程度 マイクロ可 大型不可 

    

  

姫路市立大白書中学校    担当：畑   Ｔｅｌ．０７９－２６６－０１５４ 

       姫路市飾西６５２ 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅北口のり場  山崎行き（31） 

          余部駅前  下車 東へ徒歩約１０分 

       ＪＲ姫新線 播磨新宮行 余部駅下車 東へ徒歩約１０分 

       自動車      姫路バイパス 姫路西ランプ下車 約５ｋｍ 

          山陽自動車道 姫路西 IC 下車 約５ｋｍ     

       駐車場－大白書中学校内  普通車３０台程度  大型不可、マイクロ数台可 

 

 

 

 

 

 

 

 



姫路市立書写中学校   担当：杉本     Ｔｅｌ．０７９－２６７－１７０５ 

       姫路市書写台２丁目３４ 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅北口のり場  書写西住宅行き（４５） 

          書写西住宅  下車 

       ＪＲ姫新線 播磨新宮行 余部駅下車 北へ徒歩約２０分 

       自動車      山陽自動車道 姫路西 IC 東約２ｋｍ 

姫路バイパス 姫路サービスエリア 北約５ｋｍ 

       駐車場－書写中学校内  普通車３０台程度  大型不可、マイクロ数台可 

   ※近隣に駐車場はありません。 

 

 

姫路市立城乾中学校   担当：松崎     Ｔｅｌ．０７９－２９４－２１５１ 

       姫路市南八代町６－１ 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅北口のり場  

          南八代停留所  下車 

    JR 姫路駅下車 北西へ２km 

       自動車      姫路バイパス 中地ランプ北約６ｋｍ 

       駐車場－城乾中学校内  普通車１５台程度   校舎南の里道普通車１０台程度 

大型不可、マイクロ不可（姫路城前パーキングへ） 

 

 

姫路市立山陽中学校   担当：酒井     Ｔｅｌ．０７９－２９７－１６１０ 

       姫路市延末１０３－１ 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅南口のり場  

          延末停留所  下車 

    JR 姫路駅下車 南西へ１.５km 

       自動車      姫路バイパス 姫路南ランプ北西約２ｋｍ 

       駐車場－文化センター  普通車２００台程度 大型可 マイクロ可 

 

 

姫路市立広畑中学校   担当：福田     Ｔｅｌ．０７９－２３６－５９３５ 

      姫路市広畑区小松町三丁目 83 番地 

山陽電鉄  網干線 広畑駅より 北西 1000m 徒歩 14 分 

JR 山陽本線 はりま勝原駅より 南東 1400m 徒歩 19 分 

神姫バス JR 姫路駅南口（JR 英賀保駅経由）より 96 系統 JR 網干駅行き 小松町

バス停下車 南 200m  

神姫バス JR 網干駅より 96 系統 JR 姫路駅行き 小松町バス停下車 南 200m 

自動車      姫路バイパス 姫路西ランプ南 約４ｋｍ 

駐車場－広畑中学校内  普通車２０台程度、大型不可、マイクロ不可 

 

 

 

 



姫路市立大津中学校   担当： 北田    Ｔｅｌ．０７９－２３６－９２８２ 

姫路市大津区長松２２９ 

ＪＲ上郡 播州赤穂 岡山方面行 JR はりま勝原下車 南西へ徒歩約２０分 

山陽電鉄 山陽飾磨駅で網干行へ乗り換え 山陽平松駅下車 北へ徒歩約１５分  

自動車  姫路バイパス姫路西ランプ西南約５ｋｍ又は、太子東ランプ南東約３ｋｍ 

駐車場－大津中学校内  普通車２０台程度  大型不可、マイクロ不可 

近隣の道路、大津イオン駐車場に置かないようにお願いします。 

 

 

姫路市立花田中学校   担当：稲垣     Ｔｅｌ．０７９－２５３－７４７５ 

       姫路市花田町小川１２４６番地１ 

       神姫バス ＪＲ姫路駅北口１４番のり場 社町駅、法華山、清住、小原、社行 

         小川停留所下車 北へ徒歩約１０分 （７１，７３，７４） 

    ＪＲ播但線 姫路駅発 寺前、福崎行 野里駅下車 南東に徒歩約３５分 

       自動車  播但連絡道路 花田ランプ下車  北西約３ｋｍ 

       駐車場  花田中学校より南に約１５０ｍ 花田中央公園 普通車４０台程度 

         大型不可 マイクロ可 花田中学校近隣への駐停車不可 

 

 

市川町立市川中学校   担当：原田       Ｔｅｌ．０７９０－２６－００３０  

         神崎郡市川町甘地８３６  

         JR 甘地駅下車東１００ｍ  

         自動車      播但連絡道路 市川南ＩＣ西約１ｋｍ  

         駐車場  学校西側スクールバスロータリー奥 普通車５０台程度  

大型不可、マイクロ不可   校地内は大会運営関係者のみ駐車可 

 

 

神河町立神河中学校   担当：宮崎      Ｔｅｌ．０７９０－３４－００３０  

          神崎郡神河町上岩 25-1  

          JR 播但線 寺前駅下車 南西へ 750m  

        自動車    播但連絡道 神崎南ランプ 西へ約 2.8km  

          駐車場  神河町役場内 普通車 50 台程度   大型可 マイクロ可  

                  (芝生広場周辺はドクターヘリの離着陸場となっているため駐車不可)  

                  神河中学校内駐車場は大会運営関係者のみ駐車可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【１３日予備会場】  

姫路市立夢前中学校   担当：水野     Ｔｅｌ．０７９－２３６－６１３１ 

       姫路市広畑区才 226 番地 1 

       神姫バス         30 系統 才崎橋西詰バス停下車、西へ 400m。 

    JR 英賀保駅下車 北西に 2,4km 

       自動車      姫路バイパス 姫路西ランプ南 1,5km  

       駐車場－夢前中学校内  普通車 10 台程度 工事中の為仮説駐車場(運動場)  

        顧問の先生分しかありません。生徒の送迎については、マイクロ等を利用

し、学校外で待ってもらう方法をお勧めします。 

 大型不可、マイクロ不可 

 

 

姫路市立飾磨西中学校   担当：野中    Ｔｅｌ．０７９－２３５－５８７８ 

       姫路市飾磨区構２丁目９３ 

       神姫バス  ＪＲ姫路駅北口のり場  

          構停留所下車 西へ１５０ｍ 

    山陽電鉄  西飾磨駅下車 北東へ２．０km  

       JR     英賀保駅下車 東へ ２．０km 

自動車      姫路バイパス 中地ランプ南へ 約１．５ｋｍ 

       駐車場      飾磨西中学校内  普通車２５台程度 大型不可、マイクロ不可 

         ※近隣に駐車場はありません。 

         ※近隣の道路、近隣の店舗へ駐車しないようにお願いします。 

 

 

 

  

 

 


