
第５８回東 北 ソ フ ト テ ニ ス 選 手 権 大 会 

第１９回東北６県対抗シニアソフトテニス大会 

開 催 要 項（福島県版） 

 

１．主 催  東北ソフトテニス連盟 

２．主 管  岩手県ソフトテニス連盟 

３．後 援  岩手県 （公財）岩手県体育協会 北上市教育委員会 

４．協 賛  ナガセケンコー㈱ ヨネックス㈱ ㈱ルーセント ㈱ミズノ 

       （株）ダンロップスポーツマーケティング 

５．日 時  平成３０年５月２６日（土） 

東北６県対抗シニアソフトテニス大会 

８時３０分 受付    ９時００分 開会式     ９時２０分 試合開始 

平成３０年５月２６日（土）シニア男女70・75・80  

                ２７日（日）一般男女・35男女・45男女・ 

シニア男女50・55・60・65  

東北ソフトテニス選手権大会 

８時３０分 受付      ９時００分 開会式      ９時２０分 試合開始 

 

６．会 場  北上市和賀川グリーンパークテニスコート（砂入り人工芝１８面） 

〒024-0071北上市上江釣子21 電話 090-1063-2318 

７．種別および出場ペア数 

 

 【東北選手権大会】 

①一般男子    各県１０ペア以内（宮城県２０ペア以内、岩手県１４ペア以内） 

            各県制限ペア数以内で中学生・高校生合計４ペア以内の参加を認める。（選

考は各県連盟に任せる） 

  ②一般女子    出場制限なし 

            各県，中学生・高校生合計４ペア以内の参加を認める。 

 （選考は各県連盟に任せる） 

  ③３５男子    出場制限なし（４月１日現在で満３５歳以上） 

  ④３５女子    出場制限なし（４月１日現在で満３５歳以上） 

  ⑤４５男子    出場制限なし（４月１日現在で満４５歳以上） 

  ⑥４５女子    出場制限なし（４月１日現在で満４５歳以上） 

  ⑦シニア男子５０ 出場制限なし（４月１日現在で満５０歳以上） 

  ⑧シニア女子５０ 出場制限なし（４月１日現在で満５０歳以上） 

  ⑨シニア男子５５ 出場制限なし（４月１日現在で満５５歳以上） 

  ⑩シニア女子５５ 出場制限なし（４月１日現在で満５５歳以上） 

  ⑪シニア男子６０ 出場制限なし（４月１日現在で満６０歳以上） 

  ⑫シニア女子６０ 出場制限なし（４月１日現在で満６０歳以上） 

  ⑬シニア男子６５ 出場制限なし（４月１日現在で満６５歳以上） 

  ⑭シニア女子６５ 出場制限なし（４月１日現在で満６５歳以上） 

  ⑮シニア男子７０ 出場制限なし（４月１日現在で満７０歳以上） 

  ⑯シニア女子７０ 出場制限なし（４月１日現在で満７０歳以上） 

  ⑰シニア男子７５ 出場制限なし（４月１日現在で満７５歳以上） 

  ⑱シニア女子７５ 出場制限なし（４月１日現在で満７５歳以上） 

  ⑲シニア男子８０ 出場制限なし（４月１日現在で満８０歳以上） 

  ⑳シニア女子８０ 出場制限なし（４月１日現在で満８０歳以上 

 



 【東北６県対抗シニアテニス大会】 

   ・各県２チーム 

   ・チームの編成 

    男子45・女子45・ｼﾆｱ男子55・ｼﾆｱ女子55・ｼﾆｱ男子60・ｼﾆｱ女子60・ｼﾆｱ男子65 

各１ペアの計７ペア 

８．参加資格 

 （１）参加者は、(公財)日本ソフトテニス連盟に会員登録している者とする。 

 （２）学生は、東北学連に所属する大学生で、大学の所在する県からの参加を認める。 

 （３）他県の選手と出場する場合は、両所属県連盟会長の承諾書を添付し、いずれかの県から申込み

すること。※この場合、申し込んだ県の制限数とする。（但し、中学生・高校生は除く） 

 （４）出場する選手は、公認審判員２級以上の資格を有すること。（但し、中学生はジュニア審判員

も認める。） 

 （５）選手は、会員登録証、イエローカード、ワッペンを持参すること。 

 

９．競技 

 （１）競技は、(公財)日本ソフトテニス連盟ハンドブックにより行なう。 

 （２）試合方法 

   【東北選手権大会】 

・原則としてトーナメント戦とするが、参加ペア数（１６ペア以内）によってはリーグ戦も

あり得る。 

・申込数が４ペアに満たない場合、上位種別に繰り上げる。 

・試合は、７回ゲームとする。 

   【東北６県対抗シニア大会】 

・予選リーグを行ない、各ブロックの１位チームによる決勝トーナメントを行なう 

・試合は７回ゲームとする。 

・試合順序は、コート３面を使用し、男子65、女子60、男子60、女子55、 

男子55 女子45、男子45の順で行なう。 

 （３）審 判 

・東北選手権大会の一般男子は３回戦まで、勝者審判とし以降は敗者審判とする。 

他の種別のトーナメントは敗者審判を原則とし、リーグ戦は指定審判とする。 

・東北６県対抗シニア大会は、試合のないチームの審判とする。 

 （４）試合球 

・東北選手権大会は、男子アカエムボール、女子ケンコーボールとする。 

・東北６県対抗シニア大会は、スリクソンボールとする。 
 

 （５）その他 

・用具、ユニフォームは（公財）日本ソフトテニス連盟公認メーカーの製品を使用すること。 

・本大会はスパッツの使用を認めます。（色・柄模様を含む） 

・選手は、県名・選手名・所属名を表記したゼッケンを着用すること。 

10．参加料 

 （１）東北選手権大会     １ペア   ３,０００円（参加申込み時に納入） 
 
 （２）東北６県対抗シニア大会 １チーム １５,０００円（参加申込み時に納入） 

11．申込方法 

 （１）所定の申込用紙に種別ごと実力順に記入し、各県ごと一括しメールで申込むこと。 

メール tsutomu-miyata@mti.biglobe.ne.jp（宮田 勤） 

 〒020-0122 盛岡市みたけ4-15-25 岩手県ソフトテニス連盟 宮田 勤 宛 

            電話 090-3127-1928 ＦＡＸ019-641-5907 

 （３）申込締切 平成３０年５月９日（水）必着 



 ◎福島県申込締切  

５月６日（日）県選手権会場で受付けます。（含む参加料） 

県選手権に参加しない場合は、 小野間幸一 宛  

TEL・FAX 0243-34-2344 携帯090-1493-6346 メール mqcxc841@ybb.ne.jp 

参加料送金口座 東邦銀行 県庁支店 普通 1155332 福島県ソフトテニス連盟会長志田光夫 

 （４）参加料  銀行振込で送金願います。 

岩手銀行 本店 普通1415062 岩手県ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟会長 新沼 正博 

12．選手変更 

   (公財) 日本ソフトテニス連盟所定の変更届け用紙に、連盟会長名で受付時までに提出し承諾を得

ること。 

 

13．宿泊・弁当 

 ○ 選手は、東北友愛観光(株)の別紙「宿泊のご案内」による。 

 ○ 各県役員・選手は、別途のご案内となります。本部宿舎「ホテルシティプラザ北上」 

 

14．優勝杯  前年度優勝者は優勝杯を持参し開会式で返還してください。 

①一 般 男 子  丸 山・新 田（山形県） 

②一 般 女 子  小 谷・大 槻（福島県） 

③男 子 ３ ５  三 澤・黒 澤（秋田県） 

④女 子 ３ ５   大 高・鈴 木（宮城県） 

⑤男 子 ４ ５    榎 本・樋 渡（山形県） 

⑥女 子 ４ ５    高 橋・高 野（岩手県） 

⑦シニア男子５０  仲 田・下斗米（宮城県） 

⑧シニア女子５０  相 沢・三津谷（宮城県） 

⑨シニア男子５５  中 野・佐 藤（福島県） 

⑩シニア女子５５  加 藤・佐 藤（岩手県） 

⑪シニア男子６０  大 友・伊 藤（宮城県） 

⑫シニア女子６０  佐 藤・渡 辺（宮城県） 

⑬シニア男子６５  袴 田・菅 野（秋田県・岩手県） 

⑭シニア女子６５  和 賀・佐 藤（宮城県） 

⑮シニア男子７０   鍵 ・櫻 井（宮城県） 

⑯シニア女子７０  佐々木・川 口（岩手県） 

⑰シニア男子７５  千 田・関 村（岩手県） 

⑱シニア女子７５  杉 本・横 田（宮城県） 

 

15．練習時間 

   ５月２６日(土)  ７時２０分～ ８時４５分  １２面 東北６県対抗シニア大会 

         １～２コート（青森県）３～４コート（秋田県）５～６コート（宮城県） 

         ７～８コート（山形県）９～10コート（福島県）11～12コート（岩手県） 

           ７時２０分～ ８時４５分  ６面 東北選手権大会 

         13コート～18コート（フリー） 

   ５月２７日(日)  ７時２０分～ ８時４５分 １８面 東北選手権大会 

         １～３コート（岩手県）４～６コート（福島県）７～９コート（山形県） 

         10～12コート（宮城県）13～15コート（秋田県）16～18コート（青森県） 

 

16．その他  



第 57 回東北ソフトテニス選手権大会 

第 19 回東北６県対抗シニアソフトテニス大会 
 

この度は「第 57 回東北ソフトテニス選手権大会・第 19 回東北６県対抗シニアソフトテニス大会」が 

岩手県北上市において開催されますことを心よりお祝い申し上げます。大会に参加頂きます皆様の便宜

を図るため、大会期間中の宿泊予約を東北友愛観光株式会社にてお手伝いをさせていただきます。 
 

   宿 泊 申 込 み 要 項   ま 
 

◆宿泊設定日  平成３０年５月２６日（土） 

◆宿泊料金    お一人様あたり１泊朝食付き（税金・サービス料込） 

 

①提供部屋数には限りがございます。先着順受付となりますので早目のお申し込みをお願い致します。 

②客室使用時間は、到着日は午後 3時以降、出発日の午前 10 時までとなります。 

朝食時間はホテルにより異なりますのでチェックインの際にご確認ください。 

③お部屋は原則禁煙です。喫煙のお部屋は消臭対応となりますのでご了承の上お申し込みください。 

注１）3.グリーンホテル北上は、一部喫煙のお部屋となります。消臭対応はありません。 

注２）7.モンテインホテルは、北上駅東口・西口と北上一の飲食街・青柳町へ無料送迎バスがあります。 

完全予約制です。運行時間は 16 時～24 時、7時～11 時です。 

※前泊・後泊、及び北上市郊外の温泉施設等も承りますので遠慮なくお申し付けください。 

 

◆申し込みから支払いまで 

①別紙申込書に記載の上、メールでお申し込みください。 メール環境の無い場合はＦＡＸでも受け付けます。

行き違いを避けるため電話での受付は致しません。 

②申込み受付確認後、ホテル決定の回答書（宿泊確認書）をメールでお送りします。 

送信後３日を過ぎても連絡が無い場合は、電話にてご確認をお願い申し上げます。  

③宿泊確認書に記載の銀行口座へ指定期日までご入金ください。 
 

◆お申込み・問合せ先  東北友愛観光株式会社 東北ソフトテニス大会係り 担当 佐藤好徳／ｻﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 

メールアドレス yoshinori@yuaikanko.com 

 

◆取消し料 取り消しの場合は下記の取消し料が発生します。 

 

 

 

 

 

 
 

旅行企画・実施 東北友愛観光株式会社 
岩手県知事登録旅行業第 2-72 号  一般社団法人 全国旅行業会（ANTA）正会員 

〒024-0012 岩手県北上市常盤台 4丁目 6番 72 号 

TEL 0197-63-6756 FAX 0197-63-4456   URL: http://yuaikanko.com/ 

国内旅行業務取扱管理者 佐藤好徳 

№ ホテル名称 部屋タイプ 提供部屋数 宿泊料金 交通案内 

シングル 22 7,800 

ツイン 5 7,300 

ダブル（2名利用） 7,000 
１ ホテルシティプラザ北上 

ダブル（1名利用）
10 

9,000 

北上駅東口より徒歩、約９分 

２ コンフォートホテル北上 シングル 50 10,000    〃   徒歩、約０分 

３ グリーンホテル北上 注１) シングル 40 7,000 北上駅西口より徒歩、約３分 

４ 北上パークホテル シングル 5 7,000    〃   徒歩、約４分 

５ 草のホテル シングル 30 7,500    〃   徒歩、約５分 

６ 北上パンションホテル シングル 8 7,000    〃   徒歩、約７分 

７ モンテインホテル シングル 20 8,500 注２) 北上駅より無料送迎バスで５分

旅行契約の解除日（前日から起算して） 取消料 

①４日目にあたる日以前の解除 不   要 

②３日目にあたる日以降の解除（③～④を除く） 宿泊代金の２０％ 

③当日の解除（④を除く） 宿泊代金の５０％ 

④旅行開始後の解除または無連絡不参加 宿泊代金の１００％ 

旅行条件については、弊社の「国内募集型企画旅行

条件書」によります。「旅行条件書」は弊社ホームペ

ージに掲載していますので、お申込みの際は必ずお

読みください。本条件書は旅行業法 12 の 4 に定める

取引条件説明書及び同法第12の5に定める契約書面

の一部となります。 


