
大阪府レディースバドミントン連盟ウェブサイト

60th DAVE FREEMAN Open Badminton Tournament

サンディエゴ・バドミントンツアーのご案内について

このたび YONEX Cup International Friendship Ladies Badminton Tournament

誘致活動の一環として、標記大会に参加するためのツアーを企画いたしました。

おかげさまで国際親善大会は、近年アジアからの参加者は増加の一途でありますが、

欧米からの参加はまだまだ少数です。

サンディエゴは、以前カリフォルニアで開催された国際親善大会からのご縁があり、今

回は 60 回目の記念大会ということで、ぜひ参加をとのご案内をいただきました。

この機会に日本チームとして参加し、我々の大会についても発信できればと思います。

かの地は気候も温暖で、観光にグルメにとても素晴らしいところです。

ツアーには、試合だけでなく観光のオプショナルツアーもあります。

試合に参加されなくてもツアーだけに参加されることも可能です。

ぜひこの機会にぜひサンディエゴへ訪れてみませんか。

ツアー期間：2017 年 2 月 22 日 ～ 2 月 28 日

出発：成田空港集合

お問い合わせは

大阪府レディースバドミントン連盟 osaka-ladies@train.ocn.ne.jp

mailto:osaka-ladies@train.ocn.ne.jp


日 時： ２０１７年 ２月２４日～２６日

会 場： バルボアパーク アクティビティー センター

サンディエゴ ＣＡ， ＵＳＡ

問合せ先： 大阪府レディースバドミントン連盟

osaka-ladies@train.ocn.ne.jp
締め切り： ２０１６年 １２月２６日（月）

楽しかった♪

参考：昨年度要項

February 26-28, 2016 San Diego, CA

The 59th Dave Freeman Open is a USA Badminton Classic Series tournament with 4-star ranking

and $12,000 prize money.

Eligibility: Ranking "A" level events are open to current members of USA Badminton or another

country's BWF affiliate. Proof of membership is required at registration.

Events: 'A', 'B', 'C', 'D' levels

Senior (40+), Master (50+), Grand Master (60+) singles Combined age senior doubles (80+ to 120+)

Senior Events: As of 01/01/2016, age 40+ for Singles and 35+ for Doubles.

種目は男女単複混合 ダブルスは合算年齢８０～１０歳刻みで１２０歳以上まで＆A～Dランク

各自２種目までエントリー可 シングルスは４０歳以上、ダブルスは３５歳以上エントリー可

入賞者には、Aランクは賞金、Bゾーン以下はメダルあり 年齢は2016.1.1現在

Shall we go to San Diego, USA ?

59th DAVE FREEMAN CLASSIC OPEN

～・～・～ 日本レディースバドミントン連盟 ～・～・～

Dave Freeman Open

60th Badminton Tournament 2017
USA バドミントン クラシック シリーズ トーナメント

Ａランクは元オリンピック選手や
将来の代表と期待される選手が
エントリーして見応えもある

大会でした！昨年度
参加者の声

参加賞のTシャツは
なかなかおしゃれで

気に入った♡

団体戦では

ありません。
個人戦です！



バドミントン 

宿泊ホテル 

７日間 

コースNo.Q24012 

60th Badminton Tournament 2017 

◆ 出 発 日 ◆  
２０１７年２月２２日（水） 

～ USA バドミントン クラシックシリーズ トーナメント ～ 

●日時 ： 2017年 2月24日（金）～26日（日） 開催 

●会場 ： アメリカ サンディエゴ  
       バルボアパーク アクティブセンター 

大会へのエントリー方法などは 
大阪府レディースバドミントン連盟まで 

お問い合わせください。 

osaka-ladies@train.ocn.jp 

◆旅行代金 ： 190,000円（ 大人お1人様 / 2名様同室 ） 

 ※燃油サーチャージ、国内空港施設利用料、 
   現地空港諸税は含まれておりません。 

   別途必要となります。（目安 10,270円・2016年10月現在） 

 ※お1人様部屋追加代金 50,000円 

 ※伊丹空港発着追加代金 15,000円（往復） 

◆添乗員 ： 同行いたしません（現地係員がご案内致します） 

◆米国入国の際し事前にESTA（電子渡航システム）が 要です。 

Dave Freeman Open  
60th Badminton Tournament 2017 

※ 写真は全てイメージです 



＜旅行条件書（要旨）＞ ※別途お渡しする旅行条件書を事前にご確認のうえお申し込みください。 

☆最少催行人員／8名様 ☆ 添乗員：同行致しません（現地係員がご案内いたします） 
☆利用航空会社：日本航空 

☆食事回数：朝食5回、昼食0回、夕食1回 
☆利用ホテル：BAYSIDE INN 

【旅行代金に含まれるもの】 

・日程表に明示した航空運賃（全行程エコノミークラス）、船舶、鉄道、バスなどの運送機関の運賃代金 

・日程表に明示した送迎バス料金（空港～ホテル送迎、観光時） 

・日程表に明示したホテル宿泊料金（2名1室）  ・日程表に明示した食事代   

【旅行代金に含まれないもの】 

・渡航手続き費用（旅券印紙代、ESTA申請費用（ESTA申請料約1,500円、申請手数料5,400円） 

・日程表に明示していない食事料金、飲み物代 
・個人的用途の諸費用（クリーニング代、電話代、飲料代） 

・任意の海外旅行保険  ・超過手荷物運搬料金  ・一人部屋利用追加料金 

・集合地までの国内交通費  
・空港税、燃油サーチャージ 約＠10,270円 2016年10月12日現在（変動する可能性があります。） 

・お客様のご都合で取消される場合は下記の取消料は掛かりますので予めご了承下さい。 
（※弊社営業時間内での取扱いとなります） 
 
 
 
 

☆旅行条件の基準日：この旅行条件は2016年10月12日現在の運賃・料金を基準としております。 

日時 月日 スケジュール 食事 

1 
2/22 
(水) 

成田空港発  
 （16:30～17:30） 
 
サンティエゴ空港着 
 （09:00～10:00） 

各自成田空港へ集合。出国手続き後、空路サンティエゴ空港へ 
 
 
サンティエゴ到着後、市内観光へ 
 ○ シーポートビレッジ  ○ ホルドタウン  △ ホテルデルコロナド（車窓） 
 △ ダウンタウン（車窓） 
観光後、ホテルへチェックイン。徒歩にて、夕食レストランへご案内致します 

＜サンティエゴ 泊＞ 

朝:機 
昼:× 
夕:○ 

2 
2/23 
(木) 

サンティエゴ 各自自由行動 
オプションプランでお楽しみください 
 ①サンティエゴ半日観光  ②サンティエゴ＆ティファナ1日観光 
 ③テマキュラワイナリー  ④ハーバークルーズ 

＜サンティエゴ 泊＞ 

朝:○ 
昼:× 
夕:× 

3 
2/24 
(金) 

サンティエゴ 大会（各自移動） 
＜サンティエゴ 泊＞ 

朝:○ 
昼:× 
夕:× 

4 
2/25 
(土) 

サンティエゴ 大会（各自移動） 
＜サンティエゴ 泊＞ 

朝:○ 
昼:× 
夕:× 

5 
2/26 
(日) 

サンティエゴ 大会（各自移動） 
＜サンティエゴ 泊＞ 

朝:○ 
昼:× 
夕:× 

6 
2/27 
(月) 

サンティエゴ 
サンティエゴ空港発 
 （11:30～12:30） 
 

各自チェックアウト後、空港へ 
空路、帰国の途へ 

＜機内 泊＞ 

朝:○ 
昼:機 
夕:機 

7 
2/28 
(火) 

成田空港着 
 （16:30～17:30） 

成田到着後、各自乗り継ぎ 
各自解散 

朝:× 
昼:× 

※ 現地都合や交通機関により行程が変更になる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。 

◆ 行 程 ◆ 

●お問い合わせ・お申し込み● 
旅行企画・実施： 

  株式会社 阪急交通社 団体営業部 大阪支店 阪神航空営業課 
 〒530-8355 大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA 9F 
 ☎ 06-4795-5945  FAX 06-4795-5946 
 営業：月～金（10：00～18：00） 土・日・祝日は休み 
 総合旅行業務取扱管理者 牛山 幸成  
 担当：伊串（いぐし）、佐藤（さとう） 
   

観光庁長官登録旅行業第１８４７号 
一般社団法人日本旅行協会正会員 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し説明にご不明な点があればご遠慮なく上記取扱管理者におたずね下さい。 

旅行日の前日より起算してさかのぼって30日～4日前…お一人様旅行代金の30％・ 

3日前～前日…50％・旅行開始当日及び無連絡不参加…100％（全額） 

用例＝   ：飛行機    ：バス  ○：下車観光  △：車窓観光 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  日付変更線  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ―  日付変更線  ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
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