令和３年度 （第７５回）
西日本ソフトテニス選手権大会開催要項
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主 催 西日本ソフトテニス連盟
共 催 （公財）日本ソフトテニス連盟
主 管 長崎県ソフトテニス連盟
後 援 長崎県 （公財）長崎県スポーツ協会 長崎市
日程・種別・会場
日 程
種別

一般男女
7月10日（土）

7月11日（日）

8:00
9:00
9:30
17:00

受付開始
開会式
競技開始
終了予定

8:00
9:00
16:00

受付開始
競技開始
閉会式予定

35歳男女
45歳男女

全種別

会 場
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場
19面 （砂入り人工芝）
〒851-1134
長崎市柿泊町2210
℡ 095-843-8100
長崎市営庭球場
7面 （砂入り人工芝）
〒852-8118
長崎市松山町1
℡ 095-824-3728
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場
19面 （砂入り人工芝）
〒851-1134
長崎市柿泊町2210
℡ 095-843-8100

(1) 練習コートは、7月9日（金） 13:00～17:00
長崎市総合運動公園かきどまり庭球場 19面
長崎市営庭球場
17面
※大会当日の練習は、後日長崎県ソフトテニス連盟ホームページによりお知らせします。
(2) 予備日は7月12日（月）とし、荒天による順延は1日限りとする。
(3) 大会当日の連絡先
長崎県ソフトテニス連盟
※長崎市総合運動公園かきどまり庭球場
（金子） 携帯（ 090-5292-5465 ）
※長崎市営庭球場
（武林） 携帯（ 090-9570-0115 ）
６ 参加資格
(1) 一般の部に出場する選手
社会人：（公財）日本ソフトテニス連盟 技術等級2級以上、審判員資格の有資格者で、府県支部長が
推薦した者。
学 生：（公財）日本ソフトテニス連盟 技術等級2級以上、審判員資格の有資格者で、西日本学生ソフト
テニス連盟が推薦する学生であること。
高校生：（公財）日本ソフトテニス連盟 審判員資格の有資格者（技術等級は不要）で、府県支部長が
推薦する者。
ただし、学生、高校生及び中学生が社会人とペアを組んでエントリーする場合は、社会人の参加資格と
同等の資格を有する者とする。（中学生の場合はジュニア審判員資格を公認審判員制度の有資格者と
読み替える）

(2) 35歳以上の部に出場する選手
(公財)日本ソフトテニス連盟 審判員資格の有資格者で、令和3年4月1日現在で満35歳以上であること。
(3) 45歳以上の部に出場する選手
(公財)日本ソフトテニス連盟 審判員資格の有資格者で、令和3年4月1日現在で満45歳以上であること。
７ 競技規則 （公財）日本ソフトテニス連盟発行のソフトテニスハンドブックにより行う。
８ 使 用 球

男子：アカエムボール

女子：ケンコーボール

９ 試合方法 全種別、原則トーナメント方式。7ゲームマッチとする。
大会初日及び2日目の審判は、各コートとも初戦は指定されたペアによる審判とし、
以降は敗者審判とする。なお、準決勝及び決勝戦は大会の本部審判とする。
10 大会参加組数
(1) 一般の部、35・45歳の部とも全府県参加組数制限なし
(2) 西日本学生連盟所属は64ペア以内
(3) 高校生は、開催県4ペア、その他府県は2ペアとする。
11．申込方法
(1)Webでの申込、もしくは県外大会申込用紙に記載の上、メール、郵送にて以下へ
送付をお願いします。
メール Akira.Imagawa@kuraray.com
郵送 〒701-1333 岡山県岡山市北区立田54-5 今川 彰 宛
問い合わせ先 携帯：090-7130-4364
※いずれの申し込みにおいても、連絡のつく連絡先を記載いただきますようお願い致します。
(2)他の支部の選手と組んで出場する場合は、何れかの支部より申し込むこととし、
「承諾書」は不要とするが、二重エントリーは失格となるので注意すること。
12．申込期日

令和３年４月３０日（金）

13 参加料
１ペア ４，０００円（会員未登録選手の場合は １ペア ６，０００円）
※棄権、雨天等で出場及び大会が開催できない場合でも返還しない
【参加料振込についてお願い】コロナ感染影響で事前に大会中止が決定する可能性もあります。
5月14日時点で中止の場合は、岡山県ソフトテニス連盟ホームページに大会中止連絡通知を
掲載します。大会中止の掲載が無いことを御確認いただき、令和3年5月15日～5月19日の期間に
参加料を以下の口座にお振込をお願いします。
中国銀行 倉敷支店 普通 2191039
振込先
岡山県ソフトテニス連盟
14 宿泊・弁当の申込
(1) 宿泊申込先 名鉄観光サービス（株）長崎支店 「第75回西日本ソフトテニス選手権大会宿泊センター」
TEL:095-824-1200
FAX:095-824-1976
(2) 宿泊締切日 令和3年6月4日（金） ※別紙参照

15 その他
(1) 大会両日とも8時00分から受付開始。初日の開会式には必ず参加すること。
(2) ユニフォーム、シューズは（公財）日本ソフトテニス連盟公認メーカーの製品で「ユニフォーム等の
着用基準」を遵守した製品を着用し、ラケットは同連盟の公認マークが添付された物を使用すること。
ただし、今大会に限り下記に示す着衣の使用を認める。
・長袖スポーツシャツ、セーター及び長ズボン
・長袖アンダーウエア、ロングスパッツ、アームカバー、手袋（単色を基調とするが、ラインは可）
(3) 選手変更については、各府県会長印を押印した選手変更届用紙で行うこと。
また、「会員登録証」の提示を求めることがあるから、必ず持参しておくこと。
(4) （公財）日本ソフトテニス連盟指定のゼッケンを着用し、必ず四隅を止めること。
(5) 大会中の事故に対し、主催者は応急処置等を行うが責任は負わないので、各自健康管理には十分
注意すること。
(6) 雨天及び会場等の変更についての連絡はしないので、本人が直接確認すること。
(7) 宿泊・弁当については、別紙宿泊・弁当申込書に記入し直接申し込むこと。
(8) 会員登録証（登録会員）、公認審判員ワッペンおよびイエローカードを携行し、審判にあたる際は
ワッペンを左胸に着用すること。

第７５回西日本ソフトテニス選手権大会
ご宿泊・昼食弁当のご案内
皆様方におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
この度は「第７５回西日本ソフトテニス選手権大会」が長崎県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。ご参加の皆様方が、ご滞在中に快適にお過ごしいただけますよう私ども名鉄観光サービス
㈱長崎支店がご宿泊等のお手伝いをさせていただくことになりました。
大会のご成功をお祈りし皆様のご来崎とお申込を心よりお待ち申し上げます。
ご旅行の取扱いは，名鉄観光サービス（株）長崎支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。
※弁当の取扱いに関しましては，旅行契約ではございません。
旅行条件は令和３年２月１０日現在を基準とします。また旅行代金は令和３年２月１０日現在有効な料
金・規則基準として算出しております。詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご
確認の上お申込ください。添乗員は同行しません。

１．取扱期間
令和３年７月９日（金）～７月１１日（日） ３日間
大会前泊を含みます。後泊分もご案内可能ですのでご希望の方はご相談ください。
※但し，災害等特別な事由が生じた場合は，別途考慮します。

２．宿泊について
（１）

【設定日：令和３年７月９日（金）・１０日（土）】
旅行代金（宿泊税込価格 １名あたりの定員利用） ※最少催行人員１名
旅行代金
宿泊施設名

稲佐山観光ホテル
長崎オリオンホテル
長崎I・Kホテル
ホテルJALシティ長崎
ホテルニュータンダ
ホテルセントポール長崎

部屋タイプ

7月9日（金）

総合運動公

7月10日（土）

朝食付

2食付

9,300円

12,600円 11,500円 14,800円 7:00～

9,300円

設定なし 9,300円

設定なし

B-② スタジオツイン 8,200円

設定なし 8,200円

設定なし

C-① シングル

9,350円

設定なし 12,650円 設定なし

C-② ツイン

9,350円

設定なし 12,650円 設定なし

D-① シングル

10,450円 13,750円 10,450円 13,750円

D-② ツイン

10,450円 13,750円 10,450円 13,750円

E-① シングル

8,750円

F-① シングル
F-② ツイン

A-① 和室
（4～5名１室）
B-① シングル

朝食付

朝食時間 園まで所要

2食付

時間（車）
15分

7:00～

25分

7:00～

25分

6:30～

30分

設定なし 8,750円

設定なし 7:00～

30分

9,350円

11,000円 9,350円

11,000円

8,250円

9,000円

9,000円

F-③ 和室（1名1室） 9,350円

8,250円

7:00～

20分

6:45～

30分

11,000円 9,350円

11,000円

8,750円

設定なし 8,750円

設定なし

G-② ツイン

8,750円

設定なし 8,750円

設定なし

長崎バスターミナルホテル

H-① シングル

9,350円

設定なし 9,350円

設定なし 6:45～

30分

ホテルセントヒル長崎

I -① シングル

9,000円

設定なし 9,000円

設定なし 7:00～

25分

G-① シングル
ホテルマリンワールド

※ツインルームの1名利用

① 旅行代金には，旅行日程に記載された宿泊費，食事代，及び消費税等諸税を含みます。尚，昼食代，
交通費，駐車場代及び洗濯代（クリーニング代も含む）は旅行代金に含まれておりません。
② ホテルタイプのツイン・トリプルルーム使用の場合，エキストラベッド対応になる場合があります。
③ 禁煙ご希望であっても、空室状況により喫煙ルームの消臭対応となる場合がございます。予めご了承
くださいますよう宜しくお願いいたします。
④ 朝食時間をご希望の場合は直接ホテルへお問合せください。但し，ご要望に添いかねる場合がございま
す。当日は一般のお客様や大会参加者等で混み合うことが予想され，ご希望に添えない場合もあります。

（２）早着・遅発の取扱い
チェックインは１５：００以降，チェックアウトは１０：００以前を原則とします。
それ以前・以降の場合は追加料金がかかる場合があります。

３．弁当の取扱いについて

※弁当の取扱いに関しましては，旅行契約ではございません。
（１）令和３年７月１０日（土）・１１日（日）の２日間、１食８８０円込（お茶付）でご希望により手配しま
す。なお，ご予約以外の当日の販売は行いませんのでご了承ください。
（２）弁当の引き換えは競技場指定弁当引換所にて１１：００～１４：００の間に行います。
（３）食中毒防止の為、弁当受け取り後１時間以内に必ずお召し上がりください。
（４）弁当の空き容器は引換所に１５：００迄に持参してください。
（５）会場周辺は飲食施設が限られますので，お弁当のご注文をお勧めいたします。
（６）食中毒防止のため受け取りに来られないお弁当につきましては１４：００をもって廃棄いたします。
（７）取消料規定が宿泊プランと異なりますのでご注意ください。
(８) 変更がある場合は，受け取り前日１５：００までに，宿泊センターまで最終の必要個数をご連絡ください。ご連
絡が無い場合は，当初の申込み個数でお渡しします。

４．取消料規定について ※取消日基準時間は 17：00 まで（17：00 を過ぎた場合は翌営業日受付扱いとします）
取消日

旅行代金
（宿泊代金）

お弁当

取消料

旅行開始日前日から20日前～8日目前に当たる日迄の解除

旅行代金の

20%

旅行開始日前日から7日前～2日目前に当たる日迄の解除

旅行代金の

30%

旅行開始日前日の解除

旅行代金の

40%

旅行開始日当日の解除

旅行代金の

50%

無連絡及び旅行開始後の解除

旅行代金の

100%

昼食受取日の前日15時までの解除
昼食受取日の前日15時以降の解除

無料
昼食代金の

100%

（１）お弁当取消料規定は，宿泊取消料と異なりますのでご注意ください。
（２）お弁当のお手配は旅行契約ではございません。手配先との取り決めにより、上記取消料を適用させていた
だきます。
（３）お取消の際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けます。お客様は当社による代理受領につ
いてご了承のうえお申込みください。営業時間外にお申し出の場合は翌営業日となります。

５．お申し込み方法
(１)

お申し込み方法について
下記専用申込ページよりお申込ください。（インターネット環境が無い方は別途ご相談ください。
FAX、郵送でのお申込も可能です。）
先着順になりますのでご希望ホテルがある場合はお早めにお申込ください。

申込先 URL: http://www.mwt-mice.com/events/soft-tennis75west
(２)申込締切日

令和３年６月４日（金）１７：００まで

(３)【変更・取消】
① 申込締切前は、専用申込ページより変更・取消・追加が可能です。ご登録いただいたメールアドレス、
パスワードにてログインの上、お手続きをお願いいたします。
② 申込締切後は、間違い防止のため必ず FAX またはメールにてご連絡をお願いいたします。電話での受付
は致しませんのでご了承願います。
③ 取消の場合,取消日（旅行契約の解除期日）により，項目５の取消料がかかりますのでご注意ください。
※取消日とは，お客様が当社の営業日・営業時間内に弊社へご連絡頂いた日とします。
(４)【お支払いについて】
6月中旬ごろまでに請求書をお送りいたします。令和３年６月３０日（水）までに，請求書に記載されてい
ます弊社指定口座へお振込みください。お手数ですが振込手数料はお客様ご負担にてお願い申し上げます。
(５)【返金について】
振込後，変更・取消などにより返金が生じた場合，大会終了後，お客様指定の口座へ振り込みます。
(６)【領収書発行について】
① 領収書が別途ご必要な場合は，旅行代金ご入金後，「領収書発行依頼書」（専用申込ページよりダウンロード
可）に但し書き等の内容をご記入いただき，ＦＡＸ又はメールにてご連絡ください。
② ご依頼いただきました領収書は，大会終了後ご指定の宛先に郵送させていただきます。
③ 一旦発行した領収書の差し替えは発行済領収書と返信用封筒同封の上，郵送にてご依頼願います。

６．その他
（１）ホテルの駐車料金がかかる場合がございます。詳しくはホテルにお問い合わせください。また、駐車場
台数が少なく，別途近隣有料駐車場をご利用して頂く場合もございます。
（２）当社が契約の締結を承諾し、ご旅行代金を受理した時に契約が成立します。

●お問い合わせ・お申込み先
名鉄観光サービス（株）長崎支店
『第７５回西日本ソフトテニス選手権大会宿泊センター』
観光庁長官登録旅行業第５５号・日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員
〒850-0033 長崎市万才町 4-15 日本生命ビル新館 4 階
ＴＥＬ０９５－８２４－１２００
営業時間：９：３０～１７：００（土・日・祝祭日休業）
総合旅行業務取扱管理者：樺嶋 浩喜
担当：品川 愛弓
E-mail: ayumi.shinagawa@mwt.co.jp
名鉄観光ホームページ
https://www.mwt.co.jp
旅行業務取扱管理者は、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明の点があれば、ご遠慮なく上記の取扱
管理者にお尋ねください。

個人情報の取り扱いについて
当社は，お申込の際に提出された申込書等に記載された個人情報について，お客様との間の連絡のために利
用させていただくほか，お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの
手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
上記以外の目的で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。
承認コード

S21-0205

