
 

（申請中） 

令和４年度全国中学校体育⼤会 
第５３回 全国中学校ソフトテニス⼤会要項 

 

１ ⽬ 的 この⼤会は、中学校教育の⼀環として中学校⽣徒に広くソフトテニス実践の機会を与え、技能の向上とアマチ
ュアスポーツ精神の⾼揚をはかり、⼼⾝ともに健康な中学校⽣徒を育成するとともに、中学校⽣徒の相互の親
睦をはかるものである。 

 

２ 主 催 （公財）⽇本中学校体育連盟 （公財）⽇本ソフトテニス連盟 北海道教育委員会 旭川市教育委員会 
 

３ 主 管 北海道中学校体育連盟 旭川市中学校連盟 北海道ソフトテニス連盟 旭川ソフトテニス連盟 
 
４ 後 援 スポーツ庁 全⽇本中学校⻑会 全国都道府県教育⻑協議会 全国市町村教育委員会連合会 

 （公社）⽇本ＰＴＡ全国協議会 ⽇本私⽴中学⾼等学校連合会 ＮＨＫ 
全国新聞社事業協議会 毎⽇新聞社 北海道 旭川市 北海道都市教育委員会連絡協議会 
北海道町村教育委員会連合会 北海道中学校⻑会 旭川市中学校⻑会 （公財）北海道スポーツ協会 
（公財）旭川市スポーツ協会 北海道ＰＴＡ連合会 札幌市ＰＴＡ協議会 北海道新聞社 
特別協賛 ⼤塚製薬株式会社 

 
５ 会 期 令和４年８⽉１９⽇（⾦）〜２１⽇（⽇）  
       第１⽇⽬ ８⽉１９⽇（⾦） 開始式   ８時３０分〜 ８時４０分  ※荒天時は実施しない。 
                     個⼈戦   ９時４０分〜１６時３０分  ３回戦まで 
       第２⽇⽬ ８⽉２０⽇（⼟） 個⼈戦   ８時３０分〜１１時３０分  ４回戦から 
                     表彰式  競技終了後                     
                     団体戦  １３時００分〜１６時３０分  ２回戦まで 
       第３⽇⽬ ８⽉２１⽇（⽇） 団体戦   ８時３０分〜１２時００分  ３回戦から 
                     表彰式  競技終了後 
 
６ 会 場   

晴天時 ◆競技場   『花咲スポーツ公園テニスコート』（砂⼊り⼈⼯芝１８⾯） 
荒天時 ◆競技場   『旭川市リアルター夢りんご体育館』 （３⾯） 
荒天時       『道北アークス⼤雪アリーナ』     （３⾯） 

『忠和公園体育館』          （１⾯） 
『旭川明成⾼等学校体育館』     （１⾯） 
『旭川実業⾼等学校体育館』     （１⾯） 
『旭川藤星⾼等学校体育館』     （１⾯） 

 
  ○会場所在地 

『花咲スポーツ公園テニスコート』  旭川市花咲町１丁⽬     TEL ０１６６−５３−４０８４ 
『旭川市リアルター夢りんご体育館』 旭川市花咲町５丁⽬     TEL ０１６６−５４−５４１１ 
『道北アークス⼤雪アリーナ』      旭川市神楽４条７丁⽬    TEL ０１６６−６１−９９５２ 
『忠和公園体育館』         旭川市神居町忠和３条３丁⽬ TEL ０１６６−６９−２３４５ 
『旭川明成⾼等学校体育館』     旭川市緑町１４丁⽬     TEL ０１６６−５１−３２２０ 
『旭川実業⾼等学校体育館』     旭川市末広８条１丁⽬    TEL ０１６６−５１−１２４６ 
『旭川藤星⾼等学校体育館』     旭川市花咲町６丁⽬     TEL ０１６６−５１−８１２５ 

  

※荒天等による開

始式の中止や会

場の変更は、６

時３０分にホー

ムページ等で周

知する。 



 

７ 参加資格 
（１） 参加者は、都道府県中学校体育連盟の中学校に在籍し、当該競技要項により全国⼤会参加資格を得た者に限る。 
（２） 年齢は、平成１９（2007年）年４⽉２⽇以降に⽣まれた者に限る。 
（３） 前項以外の⽣徒が参加を希望する場合は、令和４年６⽉３０⽇までに、都道府県中学校体育連盟を通して（公財）

⽇本中学校体育連盟に申し出ること。 
（４） ブロック代表またはブロック中学校体育連盟の推薦を受けた⼀校単位で編成されたチーム及び個⼈（ペア）とす

る。また、開催地は団体戦男⼥各１チーム、個⼈戦男⼥各２ペアの参加を認める。 
（５） 令和４年度全国中学校体育⼤会（夏季⼤会）の他の競技に出場していない者とする。 
（６） 団体戦は、男⼥とも同⼀校の選⼿６名以上８名以内（対戦の過半数を超える場合は可とする）と監督１名で構成

する。 
（７） 個⼈戦は、男⼥とも同⼀校の選⼿２名と監督１名で構成する。 
（８） 同⼀選⼿が団体戦及び個⼈戦を兼ねてもよい。 
（９） 参加資格の特例 
① 学校教育法１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し、都道府県中学校体育連盟の予選会に参加を認められた

⽣徒であること。 
② 参加を希望する各種学校は以下の条件を具備すること。 

ア 全国中学校体育⼤会の参加を認める条件 
（ア） （公財）⽇本中学校体育連盟の⽬的及び永年にわたる活動を理解し、それを尊重すること。 
（イ） ⽣徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と⼀致している単独の学校で構成されていること。 
（ウ） 参加を希望する学校にあっては、運動部活動が教育活動の⼀環として、⽇常継続的に当該校顧問教員の

指導のもとに、適切に⾏われていること。 
イ 全国中学校体育⼤会に参加した場合に守るべき条件 

（ア） 全国中学校体育⼤会開催基準を守り、出場する競技種⽬の⼤会申し合わせ事項等に従うとともに、⼤会
の円滑な運営に協⼒すること。 

（イ） 全国中学校体育⼤会参加に際しては、責任ある当該校校⻑・教員または部活動指導員※１が⽣徒を引率
すること。また万⼀の事故発⽣に備え、傷害保険等に加⼊するなどして、万全の事故対策を⽴てておくこ
と。 

   ※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施⾏規則第78条の２に⽰されている者。 
（ウ） 全国中学校体育⼤会に要する経費については、必要に応じて、応分の負担をすること。 

（10） 個⼈情報の取り扱い（利⽤⽬的） 
⼤会の主催者は、個⼈情報保護に関する法令を遵守し、（公財）⽇本中学校体育連盟「個⼈情報保護⽅針・規程」

に基づき、取得する個⼈情報について適正に取り扱う。また、取得した個⼈情報は、競技⼤会の資格審査・競技⼤
会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホームページ・掲⽰板・報道発表・記録発表（記録集）等、その他競技
運営及び競技に必要な連絡等に利⽤する。⼤会に参加する各選⼿はこれに同意すること。 

 
８ 参加料 

（１） 参加登録選⼿１⼈につき、３，０００円とする。 
（２） 参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、参加料の返⾦は⾏わない。 

 
９ 引率者・監督および外部指導者（コーチ） 

（１） 参加⽣徒の引率・監督は、出場校の校⻑・教員・部活動指導員※１とする。部活動指導員が引率・監督を務める
場合は、所定の参加申込書に必要事項を記⼊する。なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれな
い。 
※１→ここでいう部活動指導員は、学校教育法施⾏規則第78条の２に⽰されている者。 

（２） 全国中学校体育⼤会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、出場校の校⻑が
認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校⻑承認書）」に必要事項を記⼊し、⼤会事務局に参加申



 

込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校教職員は、外部指導者（コーチ）にはなれない。また、同⼀⼈が複
数校の外部指導者（コーチ）にはなれない。 

（３） 全国中学校体育⼤会の個⼈競技の参加について、校⻑・教員・部活動指導員が引率できず校⻑がやむを得ないと
判断した場合に限り、「全国中学校体育⼤会引率細則」により、校⻑が引率者として承認した外部指導者（コーチ）
の引率を認める。 

（４） 全国中学校体育⼤会に出場するチーム・選⼿の引率者、監督、部活動指導員、外部指導者（コーチ）、トレーナ
ー等は、部活動の指導中における暴⼒・体罰・セクハラ等により、任命権者⼜は学校設置者から懲戒処分を受けて
いない者であることとしている。校⻑はこの点を確認して、⼤会申込書を作成する。なお、外部指導者（コーチ）
は校⻑から暴⼒等に対する指導措置を受けていないこととする。 

（５） 団体戦は、１チームに対し監督１名・外部指導者（コーチ）１名を登録することができる。個⼈戦は、監督・外
部指導者（コーチ）は出場ペア数分、登録することができる。申込書に記載してある監督・外部指導者（コーチ）
は、いずれのペアのベンチにも⼊ることができる。 

（６） 監督の追加・変更は、所定の「監督追加・変更届」に必要事項を記⼊し、ブロック⻑を通じて、８⽉１９⽇（⾦）
の８時１０分までに「⼤会本部受付」に提出する。 

（７） 監督は必ず監督会議に出席すること。（今年度は、監督会議の動画（YouTubeによる配信）を視聴すること） 
（８） 外部指導者（コーチ）の追加・変更は所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校⻑承認書）」と「外部指導者（コ

ーチ）追加・変更届」に必要事項を記⼊し、ブロック⻑を通じて、８⽉１９⽇（⾦）の８時１０分までに「⼤会本
部受付」に提出する。 ※外部指導者（コーチ）については、別紙参照 

 
10 参加数 団体戦：男⼥２５チーム  個⼈戦：男⼥各６４ペア   

 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催地 合計 
団体 ２ ２ ４ ２ ３ ３ ３ ２ ３ １ ２５ 
個⼈ ４ ６ １３ ５ ７ ８ ６ ５ ８ ２ ６４ 

 
11 競技規則 
   現⾏の（公財）⽇本ソフトテニス連盟「ソフトテニスハンドブック」および⼤会要項による。 
 
12 競技⽅法 

（１）団体戦 トーナメント⽅式の３ペアによる点取り対抗戦とする。 
（２）個⼈戦 トーナメント⽅式とする。 
（３）ゲーム数 ７ゲーム 
（４）使⽤球 公認球（⽩⾊）を使⽤する。本年度は，団体はケンコー、男⼦個⼈はアカエム、⼥⼦個⼈はダンロップ

とする。 
（５）荒天等の理由により、競技⽅法およびゲーム数等を変更することがある。 

 
13 組 合 せ 

団体戦・個⼈戦ともに８⽉１６⽇（⽕）午後に⼤会ホームページに掲載をする。 
 
14 表  彰 

（１） 団体戦 
① 優勝校には、優勝旗（持ち回り）、優勝杯（持ち回り）、トロフィー、賞状、メダルを授与する。 
② 準優勝校・第３位校〔２校〕には、トロフィー、賞状、メダルを授与する。 
③ 第５位校〔４校〕には、賞状、メダルを授与する。 
④ 第５位までの⼊賞校の監督には、賞状、メダルを授与する。 

（２） 個⼈戦 
① 優勝ペアには、優勝旗（持ち回り）、楯、賞状、メダルを授与する。 



 

② 準優勝ペア・第３位ペア〔２ペア〕には、楯、賞状、メダルを授与する。 
③ 第５位ペア〔４ペア〕には、賞状、メダルを授与する。 
④ 第５位までの⼊賞ペアの監督には、賞状、メダルを授与する。 

（３） 表彰式には、監督もしくは外部指導者（コーチ）も必ず出席すること 
 

15 参加申込  
（１） ⼤会への参加申込みは、学校ごとに「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当申込サイト」にて８⽉１２⽇（⾦）午前９時

までに⾏うこと。また、「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当申込サイト」に⼊⼒したメール宛に８⽉１２⽇（⾦）１８
時までに⼤会参加料の⽀払い⽅法などを連絡するので、銀⾏振込またはコンビニエンスストアで⽀払うこと。 
※詳しくは、「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当 申込要項」を参照すること。 

（２） 参加申込は、所定の参加申込書に必要事項を記⼊し、送付すること。送付⼿順は（4）申込⽅法を参照すること。 
（３） 申込先 

 
 
 
 
 
 
 
 
（４） 申込⽅法 

所定の参加申込書に必要事項を記⼊し、下記の⼿続きに従って申込みを⾏うこと。 
① ブロック⼤会への出場校は、次の⼿続きをする。 

ア ブロック⼤会への各都道府県代表となった時点で、代表校は「参加申込書」（エクセルファイル）にデータを
⼊⼒し、「参加申込書」（紙）を作成する。「参加申込書」（紙）は、都道府県中学校体育連盟、もしくは都道
府県中体連専⾨部競技委員⻑（部⻑）がまとめてブロック⼤会開催事務局に送付する。 

※「参加申込書」に記⼊された学校名や⽒名については、⼤会プログラム等の冊⼦に掲載するため、⽒名に使⽤す
る漢字は常⽤漢字か⼈名⽤漢字とする。 

イ ブロック代表になった時点で、代表校は「参加申込書」（エクセルファイル）にブロック順位を⼊⼒し、ブ
ロック⻑にE-mailにて送信する。 

② ブロック⻑は、ブロック代表が決定次第、次の⼿続きをする。 
ア 「代表校⼀覧表」（エクセルファイル）に必要事項をデータ⼊⼒し、８⽉１２⽇（⾦）午前１１時までに全国

中学校体育⼤会開催事務局にE-mailにて送信する。 
イ 「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当 申込要項」を参照し、⼤会参加料などの納⼊⽅法や⼤会参加申込み⼿続きを
代表校へ指⽰する。 
ウ 団体戦および個⼈戦の選⼿変更がある場合は、18−（2）選⼿変更を参照して⼿続きをする。 
エ 先に集めた「参加申込書」（紙）の中から代表となった学校の「参加申込書」にブロック順位を記⼊し、ブロ
ック⼤会終了後すぐに全国中学校体育⼤会開催事務局へ送付する。（参加申込書は、８⽉１３⽇（⼟）必着で送
付） 

 
16 諸会議 

（１） 監督会議（個⼈戦・団体戦ともに） 
①⼤会ホームページから監督会議資料（８⽉１５⽇（⽉）１２時までに⼤会ホームページ上にアップ予定）を事前

にダウンロードすること。 
※資料のダウンロードパスワード及び動画の視聴⽅法は、「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当申込サイト」に⼊⼒し

たメール宛に連絡する。 

〒 071-8132  北海道旭川市末広2条7丁⽬2ー41 
旭川市⽴広陵中学校 内 
令和４年度全国中学校体育⼤会 

         旭川市ソフトテニス実⾏委員会事務局  中本  厚（なかもと あつし） 
事務局ＴＥＬ （０１６６）５７−７３３０ 
特設携帯電話  ０７０−１０４６−０６４９ 
メールアドレス softtennis.asahikawa.2022@gmail.com 



 

②監督会議の動画（YouTubeによる配信）を視聴すること。 
 ※配信期間 ８⽉１５⽇（⽉）１３時から８⽉１７⽇（⽔）１３時まで 

 ③質問は８⽉１７⽇（⽔）１４時までに１５−（３）に記載されたアドレスへメールで⾏うこと。 
   

 （２） （公財）⽇本中学校体育連盟 競技部会（参加者は各ブロック⻑） 
① 「競技部会Ⅰ」 

⽇時 令和４年８⽉１９⽇（⾦） １３：３０〜１５：３０ 
会場 花咲スポーツ公園内球技場 

② 「競技部会Ⅱ」 
⽇時 令和４年８⽉２０⽇（⼟） １３：３０〜１５：３０ 
会場 花咲スポーツ公園内球技場 
 

17 宿 泊 
（１） 宿泊については、別紙「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当 申込要項」による。適切な危機管理対応（感染症・⾃然

災害等）を確保するため、必ず⼤会実⾏委員会の指定業者を通して申し込むこと。（指定外の宿泊施設の利⽤は原
則として認めません） 

（２） 申込みは所定の「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当申込サイト」にて、８⽉１２⽇（⾦）午前９時までに申し込むこ
と。 

   ※詳しくは、「⼤会専⽤参加料・宿泊・弁当 申込要項」の「６．お申し込みのご案内」参照 
（３） 宿泊申込先（問い合わせ先） 

取扱業者 株式会社⽇本旅⾏北海道旭川⽀店 
全国中学校体育⼤会 第５３回全国中学校ソフトテニス⼤会デスク 
〒０７０−００３３ 旭川市３条通９丁⽬１７０４番１ ＴＫフロンティアビル１階 
ＴＥＬ （０１６６）２６−０４０１ 
ＦＡＸ （０１６６）２５−４７４９ 
担 当  ⻑⾕⼭和奏  柏⾕ 研児  美⾕ 仁美 
営業時間 平⽇９：３０〜１７：００（⼟・⽇・祝⽇ 休業） 

 
18 出場規定 
 （１） 服 装 
   別記「全国中学校ソフトテニス⼤会 服装・⽤具等の規定」による 
 （２） 選⼿変更について 

①  個⼈戦で、１名が病気等で出場不可能となった場合には、メンバー変更を出場校の校⻑よりブロック⻑を通して
⼤会本部に届け出る。ブロック⻑は８⽉１９⽇（⾦）の８時１０分までに「⼤会本部受付」に提出する。 
② 個⼈戦で、そのペアの２名とも出場不可能な場合には、ブロック⼤会の成績に基づいて、ブロック⻑が次のペア

を推薦し、⼤会本部に届け出る。 
③  団体戦で、申し込み後にメンバーを変更する場合には、出場校の校⻑よりブロック⻑を通して⼤会本部に届け出

る。ブロック⻑は８⽉１９⽇（⾦）の８時１０分までに「⼤会本部受付」に提出する。 
（３） 練習会場（時間、コート割りについては別紙「コート開放（晴天時）について」を参照） 

① ８⽉１８⽇（⽊） 花咲スポーツ公園 テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝１８⾯） 
 （予定時間  ９：３０ 〜１６：３０） 

② ８⽉１９⽇（⾦） 花咲スポーツ公園 テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝１８⾯） 
（予定時間  ８：５０〜９：２０） ※個⼈戦出場選⼿のみ 
旭川実業⾼等学校テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝４⾯） 

（予定時間  ９：３０〜１６：００）※団体戦出場選⼿のみ 



 

旭川藤星⾼等学校テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝２⾯） 
（予定時間  ９：３０〜１６：００）※団体戦出場選⼿のみ 
⽐布町テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝４⾯） 

（予定時間  ９：３０〜１６：００）※団体戦出場選⼿のみ 
③ ８⽉２０⽇（⼟） 花咲スポーツ公園 テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝１８⾯） 

（予定時間  ７：４０〜 ８：１０）※個⼈戦出場選⼿のみ 
旭川実業⾼等学校テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝４⾯） 

（予定時間 ９：００〜１３：００） ※団体戦出場選⼿のみ 
旭川藤星⾼等学校テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝２⾯） 

（予定時間 ９：００〜１３：００）※団体戦出場選⼿のみ 
⽐布町テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝４⾯） 

（予定時間 ９：００〜１３：００）※団体戦出場選⼿のみ 
④ ８⽉２１⽇（⽇） 花咲スポーツ公園 テニスコート（砂⼊り⼈⼯芝１８⾯） 

（予定時間 ７：４０〜 ８：１０）※団体戦出場選⼿のみ 
（４） ⼤会プログラム等の配布場所や時間は下記の通りとする。 
  ① 配 布 場 所：花咲スポーツ公園テニスコート会場⼊⼝ 
  ② 配布するもの ：⼤会ブログラム、監督・選⼿I D、オーダー⽤紙（団体戦のみ）、⼤会参加料の領収証 等 

⽇付 配布時間 備考 
８⽉１８⽇（⽊） １１：００〜１６：００  

８⽉１９⽇（⾦） ７：３０〜 ８：００ 
（５） 開始式受付・⼤会受付について 

 ① 開始式は、個⼈戦・団体戦ともに出場選⼿及び監督は必ず参加すること。ただし、荒天時は実施しない。 
②  会場への⼊場前に「選⼿・監督受付」に監督が「学校同⾏者体調記録表」（様式２）、「選⼿到着届」を提出す

ること。 
③ 会場への⼊場時に監督・選⼿ＩＤを必ず⾝につけ、⼊場時に検温所で検温した上で⼊場すること。 

⽇付 内容 対象 受付時間 備考 
19⽇ 
（⾦） 

【選⼿到着受付】 
 

全選⼿ 
全監督 

７：３０〜 
８：１０までに 

・「選⼿・監督受付」に監督が（５）②に記載
した⽤紙を提出する。 

【開始式】 
８：３０〜 

全監督 
全選⼿ 

８：２５までに ・花咲スポーツ公園テニスコートの９〜１８コ
ートに整列完了する。 

20 ⽇
（⼟） 

【個⼈戦到着受付】 出場選⼿及
び監督 

７：３０〜 
８：１０までに 

・「選⼿・監督受付」に監督が（５）②に記載
した⽤紙を提出する。 

【団体戦到着受付】 
 

１回戦に出
場する選⼿
及び監督 

１１：３０〜 
１２：３０までに 

・「選⼿・監督受付」に監督が（５）②に記載
した⽤紙を提出する。 
・オーダー⽤紙（オーダー票）は、「⼤会本部
受付」に監督が提出する。 

【団体戦到着受付】 
 

２回戦から
出場する選
⼿及び監督 

１３：００〜 
１４：００までに 

・「選⼿・監督受付」に監督が（５）②に記載
した⽤紙を提出する。 
・オーダー⽤紙（オーダー票）は対戦チーム確
定後１５分以内に「⼤会本部受付」に監督が
提出する。 

21 ⽇
（⽇） 

【団体戦到着受付】 出場選⼿及
び監督 

７：３０〜 
８：１０までに 

・「選⼿・監督受付」に監督が（５）②に記載
した⽤紙を提出する。 
・オーダー⽤紙（オーダー票）は、「⼤会本部
受付」に監督が提出する。 

 



 

（６） ⼤会期間中の負傷、疾病については応急処置のみ⾏う。また、本⼤会は独⽴⾏政法⼈⽇本スポーツ振興センター法
の定めを適⽤する。なお、⼤会参加者は健康保険証を持参すること。 

 
19 新型コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策 
・本⼤会は、⼤会ホームページにアップされる「新型コロナウイルス感染拡⼤予防マニュアル（ソフトテニス）」に基づ

いて実施する。 
※「新型コロナウイルス感染拡⼤予防マニュアル（ソフトテニス）」は、今後の知⾒集積および感染状況を踏まえて随

時⾒直すことがあり得る。その都度、⼤会ホームページにアップされることに留意すること。 
 
20 連絡先 
（１） ⼤会開催前（〜８⽉１７⽇まで） 

 〒 071-8132  北海道旭川市末広２条７丁⽬２−４１ 
旭川市⽴広陵中学校 内 
令和４年度全国中学校体育⼤会 北海道実⾏委員会 

         旭川市ソフトテニス実⾏委員会事務局 中本  厚（なかもと あつし）  
事務局ＴＥＬ （０１６６）５７−７３３０ 
特設携帯電話 ０７０−１０４６−０６４９ 
Ｅ−ｍａｉｌ  softtennis.asahikawa.2022@gmail.com 

（２） ⼤会準備・⼤会期間中 令和４年８⽉１８⽇（⽊）〜８⽉２１⽇（⽇） 

    ⼤会本部 
【昼 間】 
〒０７０−０９０１ 旭川市花咲町１丁⽬ 
花咲スポーツ公園テニスコート内 
第５３回全国中学校ソフトテニス⼤会 ⼤会本部 

【夜 間】 
   『ホテルアマネク旭川』 
   〒０７０−００３１ 旭川市１条通８丁⽬２１８ 

※昼間、夜間共に連絡は、特設携帯 TEL ０７０−１０４６−０６４９ にお願いします。 

※宿泊・弁当関係については、１７（３）に記載した宿泊申込先（全国中学校体育⼤会 第５３回全国中学校ソ
フトテニス⼤会デスク）に直接連絡して下さい。 

（３）⼤会ホームページURL 

 http://softtennis.zenchuu.jp 

 
令和４年度全国中学校体育⼤会 北海道・東北ブロック⼤会スローガン 

「咲かせよう君の花 北の⼤地とみちのくで」 

 


