
 

                                     【当日の緊急連絡先】 

                080－2923－5829（玉本） 

 

 

総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ｂ４３ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 ダイヤモンド瀬戸内マリンホテル 前 

ご出発時間  6時 10分 

開会式会場到着予定時間  7時 40分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.074 

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ瀬戸内ﾏﾘﾝﾎﾃﾙ 
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                080－2923－5829（玉本） 

 

 

総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ｂ４６ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 笠岡グランドホテル 前 

ご出発時間  6時 00分 

開会式会場到着予定時間  7時 40分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.075 

笠岡グランドホテル 
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                080－2923－5829（玉本） 

 

 

総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２６ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 備前片山郵便局前ロータリー 

ご出発時間  6時 30分 

開会式会場到着予定時間  7時 50分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                    ※指定乗降場所まで、「ビジネスイン STK」から徒歩約 3分 

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.088 

ビジネスイン STK 
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総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２６ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 旅館つり幸 前 

ご出発時間  6時 10分 

開会式会場到着予定時間  7時 50分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.090 

旅館つり幸 
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総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２５ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 頭島島内 備前市営バス駐車場 

ご出発時間  6時 20分 

開会式会場到着予定時間  7時 50分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.092 

※指定乗降場所まで、 

「ﾍﾟﾝｼｮﾝおやじの海」から徒歩約 20分、車で約 11分 

「満潮荘」から徒歩約 10分、車で約 7分 

「民宿よしのや」から徒歩約 10分、車で約 7分 

「森民宿」から徒歩約 15分、車で約 5分 

民宿よしのや 

ﾍﾟﾝｼｮﾝおやじの海 

森民宿 

満潮荘 



 

                                     【当日の緊急連絡先】 

                080－2923－5829（玉本） 

 

 

総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２６ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 ＪＲ日生駅 前 

ご出発時間  6時 00分 

開会式会場到着予定時間  7時 50分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ※指定乗降場所まで、「民宿よしだ」「たまや旅館」から徒歩約５分 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.096 

民宿よしだ 

たまや旅館 
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総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２３ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 前島フェリー乗り場（牛窓側） 牛窓バス停 

ご出発時間  6時 10分 

開会式会場到着予定時間  7時 40分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.100 

前島フェリー乗り場 

※前島側フェリー乗り場まで 

①「牛窓研修ｾﾝﾀｰｶﾘﾖﾝﾊｳｽ」から車で約 30分 

②「民宿おふくろの家」から車で約 15分 

③「旅館龍宮本城」から車で約 22分 

⇒6：00発の前島フェリーに必ずご乗船下さい。 

※指定乗降地（前島ﾌｪﾘｰ乗り場・牛窓側）まで、 

④「民宿あけぼの」から徒歩約 13分、車で約 5分 

① 

② 

③ 

④ 
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総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ａ２３ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 牛窓町綾浦交差点付近路上 

ご出発時間  6時 20分 

開会式会場到着予定時間  7時 40分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

  

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.106 

旅館とみ川 
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総合開会式入場行進者の皆様へ                            2016情熱疾走 中国総体 

 

 

 

計 画 輸 送 バ ス の ご 案 内 

 

 

この度は、「2016情熱疾走 中国総体」ご出場おめでとうございます。 

書面にて 7月 28日に開催されます「総合開会式」における計画輸送バスのご案内をさせていただきます。 

以下の内容につきましてご確認いただき時間までにご集合願います。 

＊全体の運行スケジュールに関しましては、当日の道路状況により若干の変更がございます。 

 

＜総合開会式入場行進者＞ 

バス号車 Ｂ３１ 
※復路は、ソフトテニス（女子）、少林寺拳法は、競技別のバスにご乗車いただきます。 

陸上競技は、号車番号で再集合して頂きますので、必ず号車をお控え下さい。 

指定ご集合場所 美作市営 リゾート武蔵の里五輪坊 前 

ご出発時間  5時 50分 

開会式会場到着予定時間  8時 00分 

開会式終了後出発時間 

〔ｿﾌﾄﾃﾆｽ女子〕…12時 20分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔少林寺拳法〕…12時 40分 競技種目別会場へ向かいます。 

〔陸上競技〕……13時 00分 各宿泊施設へ向かいます。 

 

＜ご集合場所＞ 

 

 

高校総体推進室  担当：田口・山本 

ＴＥＬ：（086）226－7607 

地図Ｎｏ.121 

武蔵の里五輪坊 


