
１． 主　催

２． 共　催

３． 主　管

４． 後　援

５． 日　程・種別・会場

※ １）参加ペア数により会場が変更になる場合がある

　　 ２）参加ペア数により競技第１日目で終了する種別もある

　　 ３）受付及び開会式は、１日目、２日目とも種別毎の会場で行う

　 ４）雨天等で開催できない場合は、１日に限り順延する（６月２７日（月））

　　 ５）表彰式並びに閉会式は、種別毎の会場で行う

　 ６）大会当日の連絡先　（つつじが丘）　吉川　　豊 　　携帯０９０－７３６４－４６６７ 　　

　　　　　　　　　　　　（白浜町）　　五鬼継　義文 　携帯０９０－３４９４－２８９３

6月25日（土）

6月24日（金） 13:00～17：00 練習会場

シニア男・女６５ 西牟婁郡白浜町日置２０３９－１１９

シニア男・女７０ TEL 0729-52-2247

人工クレイコート２０面

（予備日） 9:00 競技開始 シニア男・女８０

シニア男・女６０ 白浜町テニスコート

シニア男・女５５ ℡ 073-488-5702

6月27日（月）
 8:30 受付開始 シニア男・女７５ 砂入り人工芝20面（内室内４面）

シニア男・女４５ 和歌山市つつじが丘テニスコート

シニア男・女５０ 和歌山市つつじが丘４丁目４番地

シニア男・女６５ 西牟婁郡白浜町日置２０３９－１１９

シニア男・女７０ TEL 0729-52-2247

人工クレイコート２０面

9:00 競技開始 シニア男・女８０

シニア男・女６０ 白浜町テニスコート

シニア男・女５５ ℡ 073-488-5702

6月26日（日） 8:30 受付開始 シニア男・女７５ 砂入り人工芝20面（内室内４面）

シニア男・女４５ 和歌山市つつじが丘テニスコート

シニア男・女５０ 和歌山市つつじが丘４丁目４番地

シニア男・女７０ TEL 0729-52-2247

人工クレイコート２０面

9:30 競技開始 シニア男・女６０ 白浜町テニスコート

シニア男・女６５ 西牟婁郡白浜町日置２０３９－１１９

8:30 受付開始 シニア男・女７５ 砂入り人工芝20面（内室内４面）

9:00 開 会 式 シニア男・女８０

シニア男・女５０ 和歌山市つつじが丘４丁目４番地

シニア男・女５５ ℡ 073-488-5702

シニア男・女７０ 西牟婁郡白浜町日置２０３９－１１９

シニア男・女４５ 和歌山市つつじが丘テニスコート

シニア男・女５５、７５ 和歌山市つつじが丘４丁目４番地

シニア男・女８０

シニア男・女６０、６５ 白浜町テニスコート

日　　程 時間 種別及び行事 会    場

シニア男・女４５、５０ 和歌山市つつじヶ丘テニスコート

平成２８年度　西日本シニアソフトテニス選手権大会開催要項

西日本ソフトテニス連盟

(公財)日本ソフトテニス連盟

和歌山県ソフトテニス連盟

和歌山県 ･ 和歌山県教育委員会・（公社）和歌山県体育協会 ・ 和歌山市 ・ 和歌山市教育委員会 ・

白浜町 ・ 白浜町教育委員会



６． 参加資格

　　 １）種別毎の年齢制限は下記のとおり

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（４５歳以上）平成２８年４月１日で満４５歳以上の者

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（５０歳以上）平成２８年４月１日で満５０歳以上の者

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（５５歳以上）平成２８年４月１日で満５５歳以上の者

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（６０歳以上）平成２８年４月１日で満６０歳以上の者

　　　　　　シニア男子・シニア女子（６５歳以上）平成２８年４月１日で満６５歳以上の者

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（７０歳以上）平成２８年４月１日で満７０歳以上の者

　　　　　　シニア男子・シニア女子（７５歳以上）平成２８年４月１日で満７５歳以上の者

　　　　　　　シニア男子・シニア女子（８０歳以上）平成２８年４月１日で満８０歳以上の者

　　 ２）選手は、２種別以上にわたって出場することはできない

　　 ３）全出場選手は、いずれも公認審判員資格２級以上の有資格者であること

７． 参加ペア数

８． 競技規則

９．

１０．

１１．申込方法

１２．申込期日　平成２８年　４月　1９日（火）必着

１３．申込先・問合せ 527-0033　東近江市東沖野５－３１－１６　　大井方

滋賀県ソフトテニス連盟　総務部

E-mail　umechan1020@nike.eonet.ne.jp

携帯:090-3978-7332

　　決勝戦については本部審判とする

３）７５歳及び８０歳男女の審判については、本部で行う

１）所定の用紙に、『種別』毎に強い順に必要事項を記入し、参加料を添えて下記の申込先まで申し込むこと

２）他の支部の選手と組んで出場する場合の「承諾書」は不要とするが、二重エントリーは失格となることも

　　あるので注意すること

使用球　　　男子：アカエムボール　　　女子：ケンコーボール

試合方法及び審判について

１）予選リーグ、決勝トーナメントを原則とするが、参加ペア数によりトーナメントで行う場合もある

２）審判については、第１試合は指名選手で行うが、以降の試合は次のとおりとする

　　リーグ・・・・・・マッチが終了したペアから１名ずつ出て行う

　　トーナメント・・・敗者審判とする。決勝トーナメントの最初のマッチは、指名選手で行う

１）全種別とも参加ペア数に制限はなし

２）参加申込ペア数が６ペアに満たない種別については、その種別は開催しない

　　原則として、開催できない種別が発生した場合、その種別に申込をしたペアは、一段若い種別に参加することとする

　　参加しない場合は、申込書備考欄に「×」をすること

１）（公財）日本ソフトテニス連盟競技規則（ソフトテニスハンドブック）で行う

２）マッチは全て７ゲームマッチとする



１４．参加料 各クラブまとめて４月１９日(火)までに振り込むこと

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、雨天及び感染症等で出場及び大会が開催できない場合でも返還しない

金融機関名：　関西アーバン銀行　　竜が丘支店

口座番号　：　普通　２２３１１４

口座名義　：　滋賀県ソフトテニス連盟　一般会計　宇野　治

１５．その他

４）（公財）日本ソフトテニス連盟の定めるゼッケン（3段：県名・姓・所属団体名）を必ず着用すること

５）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

６）宿泊・弁当については、別紙宿泊・弁当申し込み書に必要事項を記載の上、申し込むこと

７）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、審判を担当するときはワッペ

　　ンを左胸に着用すること

８）和歌山市つつじが丘テニスコートは駐車場に限りがあるため、出来るだけ公共交通を利用すること


　　・長袖アンダーウェア（単色を基調とするが、ラインは可）

　　・サポータ及びロングスパッツ

　　　　（ロングスパッツ着用の場合、従前の長ズボンとの併用は不要）

３）選手変更については、支部長印のある変更届で行うこと

　　他支部の選手と変更する場合も「承諾書」は不要、申込支部から変更届を提出する

　　また、「会員登録証」の提示を求めることから、必ず持参すること

　　なお、２日目も競技会場到着後、必ず受付を済ませること

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用具を使用すること

　　但し、今大会に限り下記に示す着衣の使用を認める（公認メーカーの製品に限る）

　　・Ｔシャツ以外のソフトテニスウェア及びテニスウェア

　　・長袖ウェアー及び長ズボン

１）大会初日は、８時５０分までに受付を済ませ、必ず開会式に参加すること

振込先：



 

 

 

 

 

 この度、和歌山市及び白浜町において開催される西日本シニアソフトテニス選手権大会のご宿泊・お弁当を、 

東武トップツアーズ㈱和歌山支店が斡旋させて頂くことになりました。大会に参加される皆様が期間中、快適にお過

ごし頂けるように宿泊施設をご用意いたしました。ご案内をご確認の上、ぜひお申込み下さい。 

（１）宿泊日：平成２８年６月２４日（金）・２５日（土）の２泊 

 ※今大会の期間中、和歌山市において大型音楽イベント開催の為宿泊施設の混雑が予想されます。また、外国

人旅行者の増加に伴い、宿泊施設の不足が慢性化しております。お申し込みにつきましては先着順とさせて頂き、

満室の場合はやむを得ずお断りする場合もございます。お早目のお申し込みをお願い致します。 

 

（２）宿泊料金 （1人当たり、サービス料、消費税、入湯税込） 

【和歌山市内 ホテルタイプ／朝食付き】 45・50・55･75・80男女 

宿泊エリア 施設名 申込記号 部屋タイプ ２４日 ２５日 

和歌山市 

シティイン和歌山 

（ＪＲ和歌山駅徒歩5分） 

１－Ｓ シングル ８，０００円 ８，０００円 

１－Ｔ ツイン ６，０００円 ６，０００円 

スマイルホテル 

（旧和歌山東急イン） 
（ＪＲ和歌山駅から路線バス10分） 

２－Ｓ シングル ９，５００円 ９，９００円 

２－Ｔ ツイン ８，０００円 ８，５００円 

ダイワロイネットホテル和歌山 
（ＪＲ和歌山駅から路線バス10分） 

３－Ｓ シングル １０，０００円 １０，８００円 

３－Ｔ ツイン ９，０００円 ９，５００円 

グランヴィア和歌山 

（ＪＲ和歌山駅直結） 

４－Ｓ シングル １５，１２０円 １５，１２０円 

４－Ｔ ツイン １２，４２０円 １２，４２０円 

    【会場＜つつじが丘テニスコート＞までのアクセス】 車の場合：和歌山市内の上記各ホテルから約30分 

公共交通機関の場合：ＪＲ和歌山駅から和歌山線に乗り換え、和歌山市駅へ。そこから南海電鉄加太線に 

乗り換え二里ヶ浜駅へ。『二里ヶ浜駅』から徒歩約20分。 

 

【白浜町・田辺市 ホテルタイプ／旅館タイプ】 60・65・70男女 

宿泊 

エリア 
施設名 申込記号 部屋タイプ 食事条件 ２４日 ２５日 

白浜町 

田辺市 

白浜温泉ホテルシーモア 

ＪＲ白浜駅から車で10分 

５－Ａ ２名１室 

洋室/和室お任せ 

２食付き １１，０００円 １５，０００円 

５－Ｂ 朝食付 ８，２５０円  

ホテルハーヴェスト 

南紀田辺（温泉有） 

（ＪＲ紀伊田辺駅から車で

15分、駅間のみ予約先着

順シャトルバス有） 

６－Ａ 
洋室ツインの 

１人部屋利用 
２食付き １４，０００円 １６，０００円 

６－Ｂ 
洋室ツインの 

１人部屋利用 
朝食付 ９，５００円 １１，５００円 

６－Ｃ 洋室ツイン ２食付き １３，０００円 １５，０００円 

６－Ｄ 洋室ツイン 朝食付 ８，５００円 １０，５００円 

民宿 たつのや 

（ＪＲ紀伊日置駅から 

車で15分） 

７－Ａ 
和室２名１室 

２食付き ８，６４０円 ８，６４０円 

 朝食付   

    【会場＜白浜町テニスコート＞までのアクセス】公共交通機関はありません。 

ホテルシーモア・ハーヴェスト南紀田辺：車で約30分 民宿たつのや：徒歩5分 

※上記宿泊施設周辺には食事施設はほとんどございません。２食付きでのお申込みをお薦め致します。 

※３名以上１室などのご希望は別途割引料金での対応ができますので、お問い合わせ下さい。 

 

＜注意事項＞ 

① 宿泊料金は、申込記号毎の条件により設定しております。設定のない条件について、ご希望の場合はお問い

合わせ下さい。 

② 各施設の朝食開始時間は原則7:00～です。夕食はご希望をお伺いします。 

③ 上記宿泊料金での客室利用は、到着日の午後3時より出発日の午前10時までです。これ以外に客室を使用さ

れる場合は、別途追加料金が加算されることがあります。 

④ 駐車料金は各宿舎の規定に基づき、有料の場合があります。（和歌山市は全て有料、白浜町・田辺市は無料） 

⑤ 会場までの送迎サービスのある宿泊施設はございません。 

平成２８年度 西日本シニアソフトテニス選手権大会 

宿泊・弁当・レンタカーのご案内 



（３）昼食弁当設定日：６月２５日（土）・２６日（日）の２日間 

 

① 昼食弁当（お茶付）：８６４円（税込） 
② 弁当の引き換え：会場毎に設置する弁当引換所で、お申込み後に送付する弁当券と引き換えします。 

11:00～13:00の間にお引き換え頂き、お召し上がり後は15:00までに弁当ガラをお持ち頂ければ回収致します。 

③ 両会場とも、周辺に食事施設はございません。また、当日のお申込みはできません。 

 

（４）レンタカーのご案内 

 

利用日数 Sクラス（５名乗り） WAクラス（８名乗り） 

同日中 ５，４００円 １４，０００円 

１泊２日 ９，５００円 ２４，４００円 

２泊３日 １４，９００円 ３６，２００円 

代表車種 フィット/マーチ/ヴィッツ/デミオ/スイフト ステップワゴン/ノア/セレナ 

 

① JR和歌山駅/和歌山市駅またはJR白浜駅での配車・返車をご利用頂けます。 

② 車種の指定はお受けできません。なお、台数には限りがあります。 

③ カーナビ・ETC車載機は全車標準装備となっています。 

④ 補償内容：対人/無制限、対物/１億円、人身傷害/3,000万円を含みます。 

⑤ 他営業所への乗り捨てをご希望の場合は、別途料金が必要です。 

 

（５）申込方法 

 

 お申し込みについては、申込書に記入して頂き、平成２８年５月９日（月）までに、下記のお申し込み先に 

ＦＡＸでお申し込み下さい。 

◎お申し込み・お問い合わせ先 

 

東武トップツアーズ株式会社 和歌山支店 

〒640-8331  和歌山県和歌山市美園町4-90 山十ビル３Ｆ 

TEL：073-425-3211FAX：073-424-1683  Ｅ－mail :hirotaka_inoue@tobutoptours.co.jp 

担当者：井上 鈴木 日野 

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00 休業日：土・日・祝日 

 

（６）宿泊・弁当・レンタカーの取消及び人数の変更 

 

取消及び人数の変更は、「申込書」の変更部分を見え消しで訂正しFAXでお願いします。 

お電話でのお申込み及び変更はトラブルのもとになりますので、お受けできません。予めご了承下さい。 

 

（７）変更料・取消料 

 

取消日 宿泊料金 取消料 弁当 取消料 レンタカー 

２１日前まで 

無料 

無料 

無料 

２０日前～８日前まで １０％ 

７日前～４日前まで 
２０％ 

３日前～２日前まで 
２０％ 

前日18時まで ３０％ 

当日（ご利用日） ５０％ １００％ ５０％ 

無連絡不参加 １００％ １００％ １００％ 

 

【注意事項】 

①宿泊日毎に取消料が発生します。 

②変更のお申し出は、FAXでご連絡を頂いた営業日を基準とさせて頂きます。営業時間外の連絡は、 

翌営業日扱いとなりますので、ご注意下さい。 

③ご入金後の変更・取消の場合は振込でのご返金とさせて頂きます。 



否の場合
の宿泊先

年齢 性別

１ 男・女

２ 男・女

３ 男・女

４ 男・女

ふりがな

※提出締切日：平成　２８年５月９日（月）
平成２８年　　月　　日

※記入をお願いいたします。

電　話

（宿泊責任者）

備考
（同室希望、

たばこ希望など）

※宿泊斡旋が必要であれば以下の記入をお願いします。

番
号

宿泊者 宿泊予定日に○をご記入下さい

氏　名

宿泊　申込記号希望

６／２５
（土）

６／２４
（金）

※宿泊斡旋についての質問です。

宿舎斡旋 要　・　否
宿舎名 所在地 電話番号

　　　　－　　　　－

到 着 予 定 日 　平成２８年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　　時頃　　　　会場　　宿舎　（いずれかに○）

※競技会場駐車場は限りがあります。ご来場は必要最小限の台数でお願いします。

参加区分

いずれかに○ ＦＡＸ

45歳・50歳・55歳・75歳・80歳
（和歌山市）

60歳・65歳・70歳
（白浜町）

連　絡　担　当　者

ふりがな
氏　　名

フ リ ガ ナ
チーム(団体)名

　　　　　　　　　　　　　（男子・女子） 住　所
〒　　　－

府 県 名 　　府　県０

平成２８年度　西日本シニアソフトテニス選手権大会

【宿泊・弁当・レンタカー申込書】

(勤務先又は自宅)　　　　　　　　－　　　　－
(当日連絡のとれる携帯)　　　　　－　　　　－

(勤務先又は自宅)　　　　　　　　－　　　　－

第１希望（　　　　　　　　）　　　　　第２希望（　　　　　　　　）

東武トップツアーズ株式会社　和歌山支店

〒640-8331　和歌山県和歌山市美園町4-90　山十ビル３Ｆ
TEL：073-425-3211　FAX：073-424-1683　Ｅ－mail:hirotaka_inoue@tobutoptours.co.jp

担当者：井上　鈴木　日野
受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:00　休業日：土・日・祝日

配車・返車希望
（下記、いずれかに○）

JR和歌山駅

和歌山市駅

JR白浜駅

宿泊者の合計

人 人

６／２６
（日）

個

６／２５
（土）

個

昼食弁当（お茶付）：８６４円（税込）

レンタカー申込
Sクラス（5名乗り） WAクラス（8名乗り）

希望クラス欄に、ご利用日・台数を記載下さい。
例:）6月24日～26日利用　1台

備考欄：ご希望、ご連絡事項、ご出発地よりの交通機関のお手配希望などがございましたらご記載下さい。

申込先 ＦＡＸ：０７３－４２４－１６８３ 
東武トップツアーズ株式会社「西日本シニアソフトテニス選手権大会担当デスク」 


