
（山 口 県 用）

 1．主催　　西日本ソフトテニス連盟

 2．共催　　（公財）日本ソフトテニス連盟

 5．日程・種別・会場

日　　程 時間 会    場

7月16日（金）
13:00
∫

17:00
練習会場 全種別

鹿児島市東開庭球場
（砂入り人工芝ｺｰﾄ　16面）
〒891-0115 鹿児島市東開町２－１
知覧の森公園
(砂入り人工芝ｺｰﾄ 17面)
〒897-0302　南九州市知覧町郡９１２６－３

7月17日（土） 8:30 受付開始 シニア60男・女 鹿児島市東開庭球場

9:00 開 会 式 シニア65男・女 （砂入り人工芝ｺｰﾄ　16面）

9:30 試合開始 シニア75男・女 〒891-0115 鹿児島市東開町２－１

シニア80男・女

シニア50男・女 知覧の森公園

シニア55男・女 (砂入り人工芝ｺｰﾄ 17面)

シニア70男・女 〒897-0302　南九州市知覧町郡９１２６－３

7月18日（日） 8:30 受付開始 シニア60男・女 鹿児島市東開庭球場

9:00 試合開始 シニア65男・女 （砂入り人工芝ｺｰﾄ　16面）

シニア75男・女 〒891-0115 鹿児島市東開町２－１

シニア80男・女

シニア50男・女 知覧の森公園

シニア55男・女 (砂入り人工芝ｺｰﾄ 17面)

シニア70男・女 〒897-0302　南九州市知覧町郡９１２６－３

7月19日（月） 8:30 受付開始 鹿児島市東開庭球場

9:00 試合開始 （砂入り人工芝ｺｰﾄ　16面）

〒891-0115 鹿児島市東開町２－１

知覧の森公園

(砂入り人工芝ｺｰﾄ 17面)

〒897-0302　南九州市知覧町郡９１２６－３

※　１）申込みペア数により種別の会場を決定し、変更する場合もある。

　　２）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。

　　５）表彰式並びに閉会式は種別毎の会場で行う。

 6．参加資格

　　１）出場選手は（公財）日本ソフトテニス連盟及び府県支部に会員登録された選手で、

　　　　府県支部長が推薦した選手。

　　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。

　　４）雨天中止の場合は１日限り順延する。（７月19日（月））

　　６）大会当日の連絡先　　東開庭球場(℡099-268-5572）　((担当：﨑田）携帯080-4297-1375)　　

令和３年度　西日本シニアソフトテニス選手権大会開催要項

 3．主管　　鹿児島県ソフトテニス連盟

 4．後援　　鹿児島県　（公財）鹿児島県スポーツ協会  鹿児島県教育委員会　鹿児島市　 南九州市　　

種別及び行事

全種別
（割当は個別周知）

　　　　　シニア60歳男子・シニア60歳女子　令和３年４月１日で満６０歳以上の者

　　　　　シニア65歳男子・シニア65歳女子　令和３年４月１日で満６５歳以上の者

　　　　　シニア70歳男子・シニア70歳女子　令和３年４月１日で満７０歳以上の者

　　　　　シニア75歳男子・シニア75歳女子　令和３年４月１日で満７５歳以上の者

　　　　　シニア80歳男子・シニア80歳女子　令和３年４月１日で満８０歳以上の者

　　　　　　　　　　　　　　知覧の森公園(℡0993-83-1030)（(担当：福留) 携帯090-6293-2946）

　　　　　シニア50歳男子・シニア50歳女子　令和３年４月１日で満５０歳以上の者

　　　　　シニア55歳男子・シニア55歳女子　令和３年４月１日で満５５歳以上の者



 7．参加ペア数

　　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。

 8．競技規則

　　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。

 9．使用球　　　 アカエムボール

ケンコーボール

10．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・・・・・・試合の終了したペアから１名ずつ出て行う。

　　　　トーナメント・・・敗者審判とする

　　　　決勝戦については本部審判とする。

　　３）８０歳男女の審判については本部で行う。

11．申込方法

　　１）所定申込様式に『種別毎』に強い順に必要事項を記入し、各府県支部長の承認の上、

　　　　参加料を添えて、下記申込先まで申し込むこと。

　　２）申込書は電子ファイルにてメール送信して頂けると幸いです。

　　３）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５月1０日（月）必着

                 

13．申込先 山口県ソフトテニス連盟　小川 良和　宛

〒746-0029　周南市平野２丁目９－９　

TEL&FAX：0834-63-8935 携帯電話：090-1018-8934

mail：yoshikimi@khaki.plala.or.jp

14．参加料

　　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

振込先 山口銀行 徳山支店

普通預金口座　０９２８３３５

口座名義　小川
オガワ

 良和
ヨシカズ

15．その他

　　１）各日とも8時50分までに会場で受付を済ませ、初日は必ず開会式に参加すること。

　　２）ユニフォーム及びシューズは（公財）日本ソフトテニス連盟の「ユニフォーム等の着用基

　　　　準」を遵守すること。なお、詳細は競技上の注意事項に記載する。

　　３）選手変更については、各府県会長印を押下した選手変更届用紙で行うこと。

　　　　なお、「会員登録証」・「審判員ワッペン」は提示を求める場合があるため、必ず持参する

　　　　こと。

　　４）選手は必ず（公財）日本ソフトテニス連盟指定のゼッケン（３段：県名・姓・所属団体名）

　　　　を着用すること。

　　５）雨天及び会場等の変更は連絡しないため、本人が直接確認すること。

　　６）宿泊及び弁当については、別添「西日本シニアソフトテニス選手権大会　ご宿泊・お弁当

　　　　のご案内」により申し込むこと。

以　上

５０・５５・７０男女

※山口県ソフトテニス連盟で参加申込書を取りまとめ、鹿児島県連盟の担当者の方に
申し込みます。

６０・６５・７５・８０男女



 

 

 

 

拝啓   時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き⽴てを賜り、厚く御礼申し上げます。 
 この度「令和 3 年度⻄⽇本シニアソフトテニス選⼿権⼤会」が⿅児島県で開催されますことを、⼼より歓迎申し上げます。 
ご参加の皆様⽅の便宜を図る為、宿泊・弁当・レンタカーのお世話を株式会社ＪＴＢ⿅児島⽀店にてお取扱いさせて 
頂きます。皆様のお申込みをスタッフ⼀同お待ちしております。                                 敬具 

                 株式会社ＪＴＢ⿅児島⽀店 
 
１. ご宿泊（募集型企画旅⾏） 
■旅⾏⽇程（宿泊設定⽇）︓2021 年 7 ⽉ 16 ⽇(⾦)〜7 ⽉ 18 ⽇（⽇） 

■旅⾏代⾦︓税⾦・サービス料含む⼤⼈お⼀⼈様の宿泊代⾦です。 

（⾷事条件︓すべて朝⾷付きです） 

■宿泊地︓⿅児島市 

■最少催⾏⼈員 1 名 

 
〜諸条件〜 
※添乗員は同⾏しません。⼿続きに必要な書類をお渡ししますのでお客様⾃⾝で⼿続きを⾏っていただきます。 
※朝⾷不要でも返⾦はございません。 
※個⼈勘定及びこれに伴うサービス料⾦と諸税は、各⾃ご清算願います。 
※お申し込みの際は、第３希望の申込番号までご記⼊下さい。お部屋数に限りがございますので、ご希望の宿泊施設とは別の施設で回答とな
る場合がございます。また、上記記載の全ての宿泊施設が満室となった場合は、新たな旅⾏条件を記載した書⾯をご⽤意して案内を差し上げ
ますので、予めご了承願います。 
※喫煙、禁煙の希望を承ります。 ご希望通りにならないこともありますので、予めご了承下さい。 
 
 

ホ テ ル
番号 

地区 ホテル名 室タイプ ⾷事 宿泊⽇ 
7/16（⾦）

宿泊⽇ 
7/17（⼟） 

宿泊⽇ 
７/18（⽇）

A 天⽂館 ホテルレクストン⿅児島 シングル 朝⾷付き 7,500 円 8,500 円 7,500 円 

B 
天⽂館 ホテル法華クラブ⿅児島 シングル 朝⾷付き 7,600 円 8,700 円 設定なし 

C 
天⽂館 ホテルマイステイズ シングル 朝⾷付き 8,300 円 8,300 円 設定なし 

D 
天⽂館 レム⿅児島 シングル 朝⾷付き 7,000 円 9,700 円 9,400 円 

E 
天⽂館 サンデイズイン シングル 朝⾷付き 8,800 円 8,800 円 設定なし 

F 
⿅児島
中央駅 

ホテルタイセイ シングル 朝⾷付き 7,000 円 7,000 円 7,000 円 

G 
⿅児島
中央駅 

ホテルタイセイアネックス シングル 朝⾷付き 8,200 円 9,800 円 7,600 円 

H 
鴨池 アートホテル シングル 朝⾷付き 8,800 円 8,800 円 8,800 円 

令和 3 年度 ⻄⽇本シニアソフトテニス選⼿権⼤会 
＜宿泊・弁当のご案内＞ 



取消料について  
お申込み後にご予約を取消しされる場合、１名につきまして下記の取消料がかかります。 
営業時間外の変更・取消は、翌営業⽇の取扱いとなりますので、ご注意下さい。 
取消・変更によりご返⾦が⽣じた場合は、⼤会終了後にご指定の⼝座へご返⾦させて頂きます。 

契約解除の⽇ 取消料（お 1 ⼈様） 
旅⾏開始⽇の前⽇から

起算してさかのぼって 
１．８⽇⽬にあたる⽇以前の解除 無料 
２．7 ⽇⽬から前々⽇までの解除 旅⾏代⾦の 30％ 
３．旅⾏開始⽇の前⽇の解除 旅⾏代⾦の 40％ 
４．当⽇の解除（5.を除く） 旅⾏代⾦の 50％ 
５．旅⾏開始後の解除、⼜は無連絡不参加 旅⾏代⾦の 100％ 

 
２．お弁当のご案内  

【弁当のみの⼿配も承っております】 
設定⽇︓7 ⽉ 17 ⽇（⼟）・7 ⽉ 18 ⽇（⽇） 
お弁当料⾦（1 個あたり）︓８００円（税込・お茶付き） 
 
※お弁当は⼤会会場にて 12 :00〜13 :00（予定）の間で弁当引替券と引き換えに配布いたします。 
※弁当殻等は弊社にて回収いたします。回収場所までお持ちください。（15 :00 頃予定） 
※お弁当は旅⾏契約ではございません。取引先との取り決めにより、個数の減少については下記の取消料を申し受けま

す。なお、個数の変更の受付は 7 ⽉ 16 ⽇(⾦)17 :00 までとさせて頂きます。 
 
取消料について 
 

 
 
 
３．宿泊施設の決定、旅⾏代⾦等の回答・お⽀払いについて 

※申込締切り後、調整の上、６⽉上旬頃に宿泊確認証・弁当引換書・請求書をご郵送致します 
   確定の施設については、発送書類でご確認下さい。 

書類到着後、旅⾏代⾦、お弁当料⾦を請求書に記載の銀⾏⼝座あて、指定期⽇までにお振込み下さい。 
なお、振込⼿数料はお客様にてご負担頂きますようお願いいたします。 

※その他の費⽤（飲物代、電話代、駐⾞場代など）は旅⾏代⾦に含まれませんので、チェックアウトの際、 
直接ホテルにお⽀払い下さい。 

 
４. 宿泊・弁当のお申込⽅法           
 宿泊・弁当のお申込みは、別紙申込書に記⼊の上、ＦＡＸにて JTB ⿅児島⽀店宛にご送付下さい。 

申込み後の取消⼜は⼈数・期⽇等に変更のある場合は、ＦＡＸにて必ずご連絡をお願いします。 
＜申込・変更 ＦＡＸ０９９－２３９－６０９０＞ 

  

５. 申込締切⽇     2021 年 5 ⽉ 9 ⽇ (⽇) 必着 
 
６. お問い合わせ先 
 

 

弁当代 取消料 
7 ⽉ 16 ⽇ 17︓00 まで 無料 
7 ⽉ 16 ⽇ 17 :01 以降 100％ 

【旅⾏企画・実施】   

株式会社ＪＴＢ ⿅児島⽀店  観光庁⻑官登録旅⾏業第 64 号 
 〒892-0847 ⿅児島県⿅児島市⻄千⽯町 11-25 フコク⽣命ビル５F 

 TEL 099-226-1515 FAX 099-239-6090 
 営業時間︓⽉〜⾦曜 09︓30〜17︓30・⼟・⽇・祝祭⽇は休業 

担当 三善（みよし） 



 

 
 
○旅⾏⼿配等のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他への個⼈データの提供について同意の上、以下
の旅⾏に申し込みます。 

 申込⽇  2021 年     ⽉    ⽇       ／     枚⽬ 
 

フリガナ  

申込代表者名 
                 男 ・ ⼥ 

⽣年⽉⽇（年齢）
⻄暦    年   ⽉   ⽇

（    歳）

書類送付先 
住所 

〒    － 
□勤務先  □⾃宅 

⾃宅 TEL       （       ） 携帯 TEL       （       ） 

参加種別に〇 シニア 50/55/60/65/70/75/80   
 
□記⼊欄が不⾜した場合はコピーしてご利⽤ください。※申込書の控えはコピーをし、必ず保管をお願い致します。 
※禁煙喫煙のご希望は承りますが、ご希望通りにならないこともございますのでご了承下さい。 

 
 

 
お申込み締切⽇︓ 2021 年 5 ⽉ 9 ⽇（⽇）必着 

 
お申し込み先 FAX099-239-6090 

No. 

フリガナ 
性
別

ホテル番号 
宿泊⽇ お弁当 

備考 ⽒名 7/16
（⾦）

7/17
（⼟）

7/18
（⽇）

7/17 
（⼟） 

7/18 
（⽇） 第⼀ 

希望 
第⼆ 
希望 

第三 
希望 

例 
カゴシマ タロウ 

男 A B C × ○ ○ 
□東開 
□知覧 

□東開 
□知覧  ⿅児島 太郎 

１ 
 

       □東開 
□知覧 

□東開 
□知覧   

２ 
 

       □東開 
□知覧 

□東開 
□知覧   

３ 
 

       □東開 
□知覧 

□東開 
□知覧   

４ 
 

       □東開 
□知覧 

□東開 
□知覧   

５ 
 

       □東開 
□知覧 

□東開 
□知覧   

備考欄（例 禁煙部屋希望 等）  

【お申込み先】 ＪＴＢ ⿅児島⽀店 
令和 3 年度 ⻄⽇本シニアソフトテニス選⼿権⼤会 係 

 
〒892-0847 ⿅児島市⻄千⽯町 11 番 25 号ﾌｺｸ⽣命ﾋﾞﾙ 5 階 

TEL 099-226-1515 FAX 099-239-6090 
営業時間︓⽉〜⾦曜 09︓30〜17︓30・⼟・⽇・祝祭⽇は休業 

JTB 記⼊欄 

 

令和 3 年度 ⻄⽇本シニアソフトテニス選⼿権⼤会 
◆ 宿泊・弁当のご案内 ◆ 


