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〈 要 項 〉 

1. 日  程 

６月２日（木） 大学対抗戦、選手権、シングルス 

受付      ８：００～８：３０ 

        コート開放   ８：１５～８：４５ 

        第一対戦オーダー用紙提出締切  ８：５０ 

        開会式     ９：００～      

        試合開始    ９：１５～ 

 

６月３日（金） 大学対抗戦、選手権、シングルス 

受付      ８：００～８：３０ 

        コート開放   ８：１５～８：４５ 

        第一対戦オーダー用紙提出締切  ８：５０ 

        試合開始    ９：００～ 

 

 

６月４日（土） 選手権、シングルス 

受付      ８：００～８：３０ 

        コート開放   ８：１５～８：４５ 

        試合開始    ９：００～ 

 



    ※天候など、諸事情により予定を変更する場合があります。 

     大学対抗戦が終わり次第、選手権、シングルスを行う場合がありますので、帰らない

ようにご注意ください。 

 

2. 会  場 

円山庭球場 

〒 064-0958 北海道札幌市中央区宮の森 3－1  

   Tel：011-641-3015 

 

3. 参加資格 

令和４年６月１日までに北海道学生ソフトテニス連盟に登録している者。 

また、パートナーは原則的に同一校の者に限ります。 

 

4. 競技規則 

（公財）日本ソフトテニス連盟「ソフトテニスハンドブック」による。 

 

5. 試合方法 

大学対抗戦 ダブルス３ペア７ゲームによる殲滅戦、トーナメント戦 

             （ただし、２ペアいれば出場を認める） 

  

選 手 権 ９ゲームのトーナメント戦 

 

シングルス 7 ゲームのトーナメント戦 

 

      ※ただし、天候、試合進行等によりゲーム数を変更する場合があります。 

 

6. 参加料 

 大学対抗：１チーム３，０００円 （※同一校から複数チーム参加可） 

 選手権：１ペア１，５００円 

 シングルス：１人１，０００円 

 

7. 申込方法 

（１）申込締切  ５月１６日（月）まで 締切厳守 

 

（２）所定の用紙に必要事項を記入の上、誓約書・参加申込書を添えて下記にメールもしく

は郵送でお申込ください。 

 

      

 

住所：〒001-0012  札幌市北区北 12 条西 4 丁目 2－5―807 

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

Tel：070-8532-3971 

mail： shioda.softtennis@gmail.com 

 

 

 

mailto:shioda.softtennis@gmail.com


（３）大会参加料 

    振込み締め切り日 ５月１６日（月）まで 期限厳守 

     

    振込の際は、大学名・責任者名を明記し、下記口座へ振り込みをお願いします。 

 

 

 

 

   

 

 

 

8. その他 

（１） 例年、開会式の前日に会場で行っている代表者会議ですが、代表者会議は行いません。 

（２） 大会期間中に LINE 等で連絡事項を送ることがあるので、注意していてください。 

（３） 当日の棄権・到着遅れにつきましては必ず森に事前に連絡してください。 

（４） ［令和4年度北海道学生ソフトテニス大会新型コロナウイルス感染症等対策要領］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ことをご留意ください。 

（５） ご不明な点などございましたら、森までご連絡ください。 

森の連絡先  Tel：070-4412-3181  Mail：mori.24.soft@gmail.com 

（６） 今年度の今大会から申し込みが期限までに行われなかった場合、大会には参加できない

場合がありますのでご注意ください。また、申込用紙のポイント記入の欄には必ずポイ

ントの書き込みを行ってください。書き込みが行われなかった場合、0 ポイントとさせ

ていただきます。 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振込名   ：北洋銀行 

預金種目  ：普通預金 

店番    ：４９６ 

支店名   ：野幌中央支店 

口座番号  ：３５９５２１５ 

口座名義  ：北海道学生ソフトテニス連盟 

 



令和4年度北海道学生ソフトテニス大会 

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】 

・本大会は、会場内への入場制限は行わず、選手、監督、コーチ、大会役員以外の方の入場を

認めます。ただし、新型コロナウィルスの感染状況が悪化するほか、札幌市から施設利用に

関し指導があった場合は、入場規制について大会１週間前を目途にお知らせします。 

・全ての大会参加者、入場者へ「参加チェックシート」を提出して頂きます。未提出の方、体

調不良等のある方は会場への入場を禁止します。 

・開会式は、集合して実施することが難しい場合は、放送で行います。 

・閉会式は準備ができ次第、表彰状とカップ、副賞を授与します。 

・大会に使用する備品は適時消毒を行います。 

・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します。 

 

【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してください。 

・こまめな手洗い、手指の消毒を行い、咳エチケットを実施してください。 

・石鹸や消毒などは可能であれば持参してください。 

 

試合 

・試合前のアップ及び試合では参加者等が密集する円陣や声出し整列は控えてください。 

・試合前の挨拶、トス及び試合後の挨拶はネットから１ｍ以上離れて整列してください。 

・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は行わないでください 

・ペアで話をする際には対面しないでください。 

・団体戦ではコーチングとして各コート 1 名に限り、試合をしている選手以外のコートへの

入場を認めます。 

・選手権及びシングルスではコーチングを禁止します。 

 

応援 

・応援は拍手のみとします。また、応援者同士、大きな声で会話しないでください。 

・応援中に対戦相手への誹謗中傷やひやかし等の言動を固く禁止します。 

・「密」にならないように一定の距離を保って応援してください。 

 

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、使い回しはしないでください。 

・飲食の際は、周囲との距離を保ち、対面を避け会話は控えてください。 

 

 



  その他 

・試合をしている時以外は、全員必ずマスクを着用してください。 

・大会期間中は毎日帰る際に代表者がチェックシートを本部まで取りに来て持って帰るよう

にお願いします。 

・用具・用品（ラケット・タオル等）のシェアはしないでください。 

・ごみは各自持ち帰ってください。 

 

 （2）宿泊 

  食事 

・食事(朝食・夕食)は宿舎内でとり、外食は自粛してください。 

・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 

会話は控えてください。 

・やむを得ず、大人数で食事をする際は、黙食を徹底してください。 

 

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ってください。 

・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してください。 

・複数人で利用の場合、部屋の換気を定期的に行い室内ではマスクを着用してください。  

・他の部屋との往来を自粛してください。 

・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か、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てください。 

 

浴室 

・可能な限り客室内の浴室を利用してください。 

・大浴場を利用する場合は、利用時間をずらし、距離をとり、 会話は控えてください。 

・利用時間を短くし、速やかに退出するようにしてください。 

 

  洗面所 

・客室内の洗面所を利用してください。 

・客室内に洗面所がない場合は、密にならないよう距離をとり、会話は控えてください。 

・歯磨きやうがいは、飛沫しないように注意してください。 

・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してください。 

・同じタオルを複数人で使用しないでください。 

 

トイレ 

・ふたを閉めてから汚物を流してください。 

 

 （3）移動 

・可能な限り、チーム単位の移動手段を手配してください。 



・公共交通機関を利用する場合は可能な限り、一般客との接触を避けてください。 

・移動中のマスク着用を徹底してください。 

・各所にある消毒液で手先の消毒をするようにしてください。 

・密集を避けるほか、必要以上の会話や飲食は避けてください。  

 

（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相談センターフリーダイヤル０１２０

－５０１－５０７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 7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。大

会前に PCR 検査を実施し、陰性が確認されている場合も同様とする。 

・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 7 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 7 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してください。 

・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願います。 

・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。 

・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、ご了承ください。 

 

【最後に】 

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。 

皆さまの自覚のある行動とご協力が、より良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。皆さまのご理解・ご協力を宜しくお願い致します。 

 なお、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。 
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