
第５６回北海道学生選抜ソフトテニスインドア大会 

                          北海道学生ソフトテニス連盟 

                          会 長  佐 藤 順 一 

                          理事長  五 十 嵐 早 紀 

 

〈 要 項 〉 

 

大会日程   令和３年１２月１９日（日） ８時３０分 受付 

種  目   個人選手権 

会  場   札幌市中央体育館（北ガスアリーナ札幌 46）メインアリーナ 

主  催   北海道学生ソフトテニス連盟 

主  管   札幌学院大学 

後  援   日本学生ソフトテニス連盟、北海道ソフトテニス連盟 

協  賛   ナガセケンコー株式会社、(有)ラケットショップスガワラ 

試合方法   個人選手権（予選リーグ、決勝トーナメント）、７ゲーム 

参加資格   パートナーは同一大学の者に限る。 

       原則インドア選手権に出場しているペアで、男子上位１２ペア、女子上位９

ペアまでの選手であること。 

参加料    個人選手権：１組 ２，０００円 当日払い 

参加申込   〈参加料〉感染症拡大の影響により大会を中止する可能性があるため、大会

当日に受付でのお支払いをお願い致します。 

注意事項   1. 代表者会議はありません。 

       2. ８：３０に開場し、準備が整い次第コート開放・受付、９：００から放

送による開会式の予定です。 

       3．怪我等の事前の棄権・当日の到着遅れにつきましては必ず森に連絡して

下さい。 

       4.  本大会では、選手変更は認められません。 

       5．アリーナ外でのボールを使った練習は禁止とします。ラケットを使う場

合は周囲にご注意ください。 

6．参加者は、大会当日に参加料を必ず支払うようにしてください。 

       7.今後の新型コロナウイルス感染症の拡大により、国、道、地方自治体の

判断や、リスク回避が必要であるなどの主催者としての判断により、

事前にお知らせの上、大会を延期、あるいは中止とする場合がありま

す。あらかじめご承知の上、参加申し込みをしてください。 

 8．ゴミは各大学で持ち帰ってください。 

9．出場できない可能性が生じた際は、速やかに森までご連絡ください。 



10. 大会会場に車で来ることは出来ません。必ず徒歩または公共交通機関

でお越し下さい。何か問題のある方は森までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

第５６回北海道学生選抜ソフトテニスインドア大会出場者 

 

男子 

佐藤(大)・新谷 組 (札学大) 

加藤・髙橋 組 (札学大) 

小坂・小原 組 (札学大) 

後藤・中島 組 (札学大) 

松尾・飛島 組 (函大) 

舛田・久保 組 (札学大) 

田畑・平塚 組 (札学大) 

千田・新山 組 (函大) 

磯部・藤本 組 (札学大) 

及川・折戸 組 (札学大) 

濱本・鈴木 組 (北翔大) 

向井・高橋 組 (北大) 

 

女子 

山上・宗宮 組 (北翔大) 

波多野・對馬 組 (北翔大) 

藤原・森谷 組 (北翔大) 

中谷・中谷 組 (北海大) 

須藤・須藤 組 (函大) 

北山・猪狩  組 (北翔大) 

水谷・五十嵐 組 (北大) 

藤田・藤田 組 (北翔大) 

村中・國枝  組 (北翔大) 

 

 

 



 

第５６回北海道学生選抜ソフトテニスインドア大会 

新型コロナウイルス感染症等 対策要領 

 

【主催者の対策事項】 

・本大会では会場に入場できる者は、大会に参加する選手・大会に参加する

選手が所属する大学の部員・監督・大学に登録しているコーチ・出場選手

の保護者（２名まで）とする。 

・全ての大会参加者へ「参加チェックシート」の提出をお願いする。なお、

未提出の方、体調不良等のある方は会場への入場を禁止する。 

・開会式は放送で行う。 

・閉会式は準備ができ次第、表彰状とカップ、副賞を渡す。 

・大会に使用する備品は適時消毒を行う。 

・会場各所に消毒用アルコール除菌用ウェットシート等を配備する。 

 

【競技者および関係者の遵守事項】 

（１） 大会会場 

 入場 

・各校の代表者は受付に参加人数分のチェックシートをまとめて提出するこ

と。 

・こまめな手洗い、手指の消毒を行い、咳エチケットを実施すること。 

・石鹸や消毒などは可能であれば持参すること。 

 

試合 

・試合前のアップ及び試合において、大会参加者等が密集・密接する円陣

や声出し整列などは控えること。 

・試合前の挨拶、トス及び試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて行うこ

と。 

・対戦相手やペアとの握手やハイタッチ、至近距離での声掛けを行わないこ

と。 

・ペアで話をする際には対面しないこと。 

・個人戦でのコーチングを禁止する。 

 

 

 

 



応援 

・応援は拍手のみとする。また、応援者同士で大きな声での会話をしないこ

と。 

・応援中に対戦相手への誹謗中傷やひやかし等の言動は禁止する。 

・「密」にならないように一定の距離を保って応援すること。 

 

飲食 

・マイボトルを用意し、ペアやチーム内でのコップの共有、使い回しを行わ

ないこと。 

・飲食の際は、周囲との距離を保ち、対面を避け会話は控えめにすること。 

 

  その他 

・マスクの着用を徹底すること。ただし、試合をしている選手のみマスクを

外すことを許可する。 

・用具・用品（ラケット・タオル等）のシェアをしないこと。 

・ごみは各自持ち帰ること。 

 

 （2）宿泊 

  食事 

・食事(朝食・夕食)は宿舎内でとり、外食は自粛すること。 

・食事は、宿舎内でとり選手団が一同に集まるのではなく、時間をずらし、距離を

取り 会話は控えること。 

・チーム内で接触する人を限定するため、同じ部屋の選手で並び、位置は常に固定

すること。 

・やむを得ず、大人数で食事をする際は、黙食を徹底すること。 

 

客室 

・宿舎・チェックイン手続きについては、可能な限り代表者が一括で行うこと。 

・部屋割りは、一人部屋が望ましい。少人数の部屋割りとなるよう配慮すること。 

・複数人での利用の場合、部屋の換気を定期的に行い客室内ではマスクを着用する

こと。 

・他の部屋との往来をしないこと。 

・チームのミーティングなどは、ソーシャルディスタンスとマスクの着用を徹底し

、屋外や換気の良い場所で短時間で行うこと。もしくは、ビデオ会議（オンライ

ンミーティング）を活用し、選手らの接触を最小限に抑えること。 

 



浴室 

・可能な限り客室内の浴室を利用すること。 

・大浴場を利用する場合は、利用時間をずらし距離をとり、 会話は控えること。 

・利用時間を短くし、速やかに退出すること。 

 

  洗面所 

・客室内の洗面所を利用すること。 

・客室内に洗面所がない場合は、利用時間をずらし、距離をとり、会話は控えるこ

と。 

・歯磨きやうがいは、飛沫しないように行うこと。 

・使用した歯ブラシは、よく洗い水を切って乾燥させて保管すること。 

・同じタオルを複数人で共用しないこと。 

 

トイレ 

・ふたを閉めてから汚物を流すこと。 

 

 

 （3）移動 

・可能な限り、チーム専用の移動手段を手配すること。 

・公共交通機関を利用する場合は可能な限り座席をまとめ一般客との接触を避ける

こと。 

・マスクの着用を徹底すること。 

・各所において消毒を徹底すること。 

・必要以上の会話や飲食は避けること。  

 

 

（4）体調確認について 

・監督や各校の代表者は、選手の健康状態を常に把握すること。  

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる者がいないか確認すること。  

・大会前に体調不良者（例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常など）が

発生した場合、北海道新型コロナウイルス感染症健康センターフリーダイヤル０

１２０－５０１－５９７（札幌市、函館市、旭川市、小樽市在住者は、各市保健

所）に電話相談の上、指示に従うこと。加えて、主催者に報告の上、事後対応に

ついて指示を受けること。 

・大会開催日の２週間前の時点もしくはそれ以降に、PCR 検査もしくは抗原検査

で陽性反応があった場合、感染者および濃厚接触者は参加を辞退すること。  



・濃厚接触者は 14 日間の観察期間を経過し症状が出ていない選手の出場を認める

こと。 

・感染が疑われる者は新型コロナウイルス以外の感染症のリスクもある為、原則当

該選手は参加を辞退すること。  

・大会終了から１４日後までの健康状態も記録すること。 

 

 

 

【その他の注意事項】 

・大会参加者等が大会終了１４日以内に新型コロナウイルス感染症を発症

した場合は当連盟に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告す

ること。 

・大会参加者等に感染（疑いを含む）が判明した場合に、当連盟が把握し

た大会参加者等に関連する個人情報を含む情報を保健所等の関係機関に

公表する場合があることに同意すること。 

・当連盟が把握した大会参加者等に関連する個人情報を含む情報は新型コ

ロナウイルス感染拡大防止のためのみに使用します。また、情報の保存

期間は大会終了後２カ月とし、期間経過後は情報漏えいが発生しない適

切な方法で情報を処分致します。 

・上記事項以外に必要に応じて感染予防のための措置を講ずる場合があり

ます。また、上記事項が遵守されない場合、理事長・副理事長・大会役

員の判断により、棄権及び大会会場からの退場を求める場合があります

ので、ご注意下さい。 

 

 

 

本大会では、大会期間中に参加者の中で新型コロナウイルスの感染者が確認された場合

、大会を中断するもしくは中止とすることがございますので、ご了承ください。 

 

みなさまの自覚のある行動とご協力が、よりよい大会を作り上げるだけでなく、今後の

大会開催にも繋がります。みなさまのご理解・ご協力に厚く御礼申し上げます。 

 

 本大会の新型コロナウィルス感染症等対策要領は、感染状況により随時見直す場合があ

りますので、北海道学生ソフトテニス連盟のホームページの定期的な確認及びラインでの

通知の確認をお願い致します。



  

　北海道学生ソフトテニス連盟　宛

令和3年 月 日

誓約書

責任者氏名

責任者

携帯電話番号

　本校は、貴連盟が主催する第56回北海道学生選抜ソフトテニスインドア選手
権大会に参加し、実施要項、新型コロナウイルス感染対策要領などを遵守する
ことを誓います。もし違反するようなことが生じた場合には、直ちに貴連盟の
指示に従います。

責任者

住所

〒

　　　　　　　　　　　　 大学 (校)



大会受付／参加チェックシート 
・全ての項目について記入（該当項目に○を付ける、チェック☑を付ける）して下さい。 

・なお、体調不良がある場合、「参加チェックシート」の「あり」にチェック☑がある場合は大会への

参加（会場への入場）は出来ません。 

大会名：第５６回北海道学生選抜ソフトテニスインドア大会（開催日：令和３年１２月１９日

 

※当連盟が把握した大会参加者等に関連する個人情報を含む情報は新型コロナウイルス感染

拡大防止のためのみに使用します。また、情報の保存期間は大会終了後２カ月とし、期間経過後

は情報漏えいが発生しない適切な方法で情報を処分します。 

参加区分

所属大学 年齢 歳

氏名

検温 体調不良　　 なし / あり

選手　　　　/　　　　指導者　　　　/　　　　大会役員

　大学　　　　　　　(校)

  〒　　          ー

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：　　　　　　　ー　　　　　　　ー

□ なし　　□ あり

□ なし　　□ あり

□ なし　　□ あり

□ なし　　□ あり

□ なし　　□ あり

12/19　　　　　　　　　　　  ℃

主催者確認欄

連絡先

□ なし　　□ あり

参加チェックリスト（大会前１４日以内の症状等について回答してください。）

 大会前１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間が必要とさ
 れる国、地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触

 新型コロナウイルス感染症で陽性とされた者との濃厚接触

 身体が重く感じる，疲れやすい等の症状

 嗅覚や味覚に異常

 だるさ、息苦しさ

 せき、のどの痛みなど風邪の症状

 平熱を超える発熱

□ なし　　□ あり


