
令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会要項 

 

１ 目  的   この大会は、中学校教育の一環として、中学校生徒に広くバレーボール競技実践の機会を

与え、技術の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり、心身ともに健全な中学校生徒

を育成するとともに、中学校生徒の相互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）日本バレーボール協会  秋田県教育委員会 

秋田市教育委員会  由利本荘市教育委員会 

 

３ 主  管  東北中学校体育連盟  秋田県中学校体育連盟  秋田市中学校体育連盟 

本荘由利中学校体育連盟  秋田県バレーボール協会  秋田市バレーボール協会 

本荘由利バレーボール協会 

 

４ 後  援  スポーツ庁  全日本中学校長会  全国都道府県教育長協議会 

          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 

秋田県  秋田市  由利本荘市  秋田県中学校長会  秋田県ＰＴＡ連合会 

秋田市校長会  由利本荘市校長会  （公財）秋田県スポーツ協会 

（一財）秋田市スポーツ協会  （一財）由利本荘市スポーツ協会  秋田魁新報社 

ＡＢＳ秋田放送  ＡＫＴ秋田テレビ  ＡＡＢ秋田朝日放送 

 

５ 特別協賛  大塚製薬株式会社  菅公学生服 

 

６ 会  期  令和４年８月１９日（金）～２２日（月） 

          ８月１９日（金） 監督会議 １４時００分～ 

                   会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた 

          ８月２０日（土） 競  技 ９時３０分～ グループ戦（男女各２７試合） 

                   会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた（４面）男子 

                        ナイスアリーナ（５面）女子・男子 

          ８月２１日（日） 競  技 ９時３０分～ 決勝トーナメント１回戦～準々決勝 

                   会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた（４面）男子 

                        ナイスアリーナ（４面）女子 

          ８月２２日（月） 競  技 ９時３０分～ 準決勝 決勝 

                   会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた（２面・特設）男子・女子 

                   表 彰 式 女子決勝戦終了後 

                   会  場 ＣＮＡアリーナ★あきた 

 

７ 会  場  ＣＮＡアリーナ★あきた メインアリーナ３面 サブアリーナ１面 

          〒010-0973 秋田県秋田市八橋本町六丁目 12-20   TEL:018-866-2600 

由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ メインアリーナ４面 サブアリーナ１面 

          〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野 18    TEL:0184-22-0001 

 

８ 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、第 52回全日本中学校バレーボール 

選手権大会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年（2007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） 各ブロックの予選を経て、代表権を得たチームおよび開催地１チームとする。但し、「全 

国中学校体育大会合同チーム参加規程」に基づき合同チームでの参加ができる。 

（5） 令和４年度全国中学校体育大会の他の競技（夏季大会）に出場していない者。 

（6） 参加資格の特例は、次の通りとする。 

 

tel:0184-22-0001


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 

大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。 

１） 全国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長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、運動部活動が学校教育の一環として、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。 

２） 全国大会に参加した場合に守るべき条件 

ア 全国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などに従うとと

もに、大会の円滑な運営に協力すること。 

イ 全国大会参加に際して、責任ある当該校校長・教員または部活動指導員が生徒を引

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。 

ウ 大会開催に要する経費については、必要に応じて応分の分担をすること。 

（7） 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（記録集）等、その他、競技運営上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。 

 

９ 参 加 料 （1） 参加選手一人につき 3,000円とする。（生徒マネージャーを除く） 

（2） 参加料振込先【振込〆切：令和４年８月１２日（金）１５：００】 

         学校名・整理番号で振り込むこと（振込手数料は参加者負担）。 

 

【銀行・支店名】 秋田銀行 牛島支店 

【店番】          １３４ 

【口座番号】      普通 １１５５６６２ 

【口座名義】      ２０２２全中バレー秋田県実行委員会
ゼ ン チ ュ ウ バ レ ー ア キ タ ケ ン ジ ッ コ ウ イ ン カ イ

 

事務局長
ジムキョクチョウ

 伊藤祐之
イトウヒロユキ

 

 

（3） 振込金受領書（振込票）をもって、領収書に代える。 

        (4) 参加申込締切以降は、参加取り消しや不参加の場合、または大会が中止となった場合、参

加料の返金は行わない。 

 

10 引 率 者 （1） 引率者・監督・コーチは、当該校の校長・教員・部活動指導員＊１とする。部活動指導 

  及び監督   員が引率・監督を務める場合は、「参加申込書」の監督者及び引率者の欄に指示されている

印を付け、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      

ている者とする。以下同じ。 

（2） 全国大会のコーチについては外部指導者をおくことができる。外部指導者（コーチ）は出

場校の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に必要

事項を記入し、参加申込時に大会事務局に提出する。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。校長はこの点を確認して、



大会申込書を作成する。なお、外部の指導者は校長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。 

        (4) 全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程「（２）条件」 

           1) 合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。但し、やむを得

ない場合は、校長・教員（部活動指導員は含まない）による代表引率・監督を認める。 

           注意点 

①  部活動指導員は、合同チームの代表引率・監督になることができない。 

           ②  部活動指導員として複数校に勤務する場合、全国中学校体育大会で引率・監督を担当で

きる学校は１校のみとする。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校を決定し、所属

する都道府県中学校体育連盟に報告する。複数の都道府県で指導する場合も、引率監督を

認めるのは１校のみである。 

 

11 参 加 数 （1） ブロックの代表数（男女同数）72チーム 

  及  び   

チームの    

人  数 

(2) １チームの編成は、男女とも監督１名、コーチ１名、マネージャー（生徒に限る）１名、 

   選手 12名以内とする。 

 

12 競技規則 ２０２２年度（公財）日本バレーボール協会６人制競技規則及び競技要項による。 

    及  び （1） ネットの高さは、男子２.３０ｍ、女子２.１５ｍとする。 

    競技方法 （2） 大会使用球は、（公財）日本バレーボール協会検定４号球、人工皮革カラーボール（ミカ

サ V400W・モルテン V4M5000）とする。 

（3） リベロプレーヤーは２名以内とする。 

（4） グループ戦及び決勝トーナメント方式とし、すべて３セットマッチとする。 

（5） ３位決定戦は行わない。 

（6） 準決勝・決勝は、５ボールシステムとする。 

（7） （公財）日本中学校体育連盟バレーボール競技部「給水のためのタイムアウト」を採用す

る。 

 

13 表  彰 （1） 優勝校には、賞状・優勝旗（持ち回り）・優勝杯・優勝トロフィー・メダルを授与する。 

（2） 準優勝校・第３位校（２チーム）には、賞状・トロフィー・メダルを授与する。 

（3） 優秀な選手を表彰する。 

 

14 参加申込 （1） 次の大会参加申込書を、締切期日までに送付すること。 

①E-mailによる大会参加申込書 

          （ブロック大会に出場したチーム全て、申込８月２日（火）まで） 

②書面による大会参加申込書（各中学校長印が必要。郵送にて提出） 

 《送付先》 

①E-mail：zenchu_vb_akita2022@yahoo.co.jp 

②書面：〒010-0014  秋田県秋田市南通宮田 15-1 

秋田市立秋田南中学校内 

TEL：018-833- 8467 FAX：018-833-8468 

令和４年度全国中学校体育大会 

第 52回全日本中学校バレーボール選手権大会実行委員会事務局 

伊 藤 祐 之 宛 

「第 52回全日本バレーボール選手権大会・○○ブロック」と朱書き 

（2） 締切日 

①E-mailによる大会参加申込書は、令和４年８月２日（火）17時必着 

②書面による大会参加申込書は、 令和４年８月１０日（水）17 時必着 

※８月１０日(水)まで郵送必着できないブロック大会に限り、代表決定後後すぐにＦＡＸ

の後、郵送して下さい。 

③大会参加料振込は、令和４年８月１２日（金）15時まで 

地区 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 

割当数 ２ ４ ８ ３ ３ ５ ３ ２ ５ １ ３６ 



 

15 組 合 せ   令和４年８月１１日（木）秋田市立秋田南中学校会議室において、主催者立ち会いのもと、代

理抽選を行い、８月１２日（金）までに本大会ホームページに掲載する。 

 

16 諸 会 議 （1） 競技役員会議  令和４年８月１９日（金）  ９：３０～ 

                          ＣＮＡアリーナ★あきた 

（2） 監督会議      令和４年８月１９日（金） １４：００～ 

                          ＣＮＡアリーナ★あきた 

（3） 公益財団法人日本中学校体育連盟バレーボール競技部会 

                 令和４年８月２０日（土） １４：００～ 

                           ＣＮＡアリーナ★あきた 

（4） 決勝トーナメント抽選会 

                 令和４年８月２０日（土） グループ戦終了後 

ＣＮＡアリーナ★あきた 

                  ※各ブロック長による代理抽選とする。 

         ※（公財）日本中学校体育連盟「令和４年度全国中学校体育大会実施上の COVID-19感染拡大

予防ガイドライン」に基づき、「抽選会は、必要最小限の人数によって代理抽選とする」

ことによる。 

 

17 宿  泊 （1） 宿泊・弁当については、別紙「宿泊・昼食弁当申込要項」により斡旋する。 

         ※宿泊に関しては、別紙宿泊要項による。適切な危機管理対応（感染症・自然災害など）を

確保するため、必ず、大会実行委委員会指定の業者を通して申し込むこと。（大会実行委

員会指定の業者が斡旋する宿泊施設以外の利用は原則として認めない。） 

（2） 申し込みは、大会ホームページ内の「要項・申込」より、ＷＥＢ上の「大会管理システム」

で、８月１２日（金）正午までに申し込むこと。問い合わせなどは直接下記に行うこと。 

（3） 問い合わせ先：大会実行委員会指定の業者 

【男子宿泊デスク】 

〒010-0921  秋田県秋田市大町三丁目５－１ 秋田大町ビル２階 

名鉄観光サービス株式会社 秋田支店 

              担当者 大竹 庸介・髙橋 凪紗・伊藤 彰徳 

        ＴＥＬ：018-824-3301 ＦＡＸ：018-824-3304 

              Ｅ－mail：akita@mwt.co.jp 

【女子宿泊デスク】 

〒010-0951  秋田県秋田市山王二丁目１－５４ 三交ビル３階 

株式会社日本旅行東北 秋田支店 

担当者 三浦 英幸・佐藤 拓望・熊井彩央里 

ＴＥＬ：018-866-0111 ＦＡＸ：018-866-0100 

Ｅ－mail：akita_net@nta.co.jp  

 

18 そ の 他 （1） 今大会では、感染症対策のため開閉会式は行わず、開始式と表彰式を行う。 

開始式は、予選グループ戦第１試合前に、各会場において開会宣言及び選手宣誓を行う。

また、第５１回大会優勝チームが出場する場合は、当該チームの初戦の前にレプリカ贈

呈を行う。 

  表彰について、男女準決勝終了時にコート上で３位表彰を、全ての競技終了後にサブ

アリーナにて優勝、準優勝の表彰を行う。決勝戦に進出したチームはユニフォームで参

加すること。 

（2） 監督・コーチ・マネージャーは、規程のマークを左胸部につけること。なお、監督・コーチ

は統一された服装でベンチに入ること。 

（3） 申込チーム名は、登録されたものを使用すること。ユニフォームについては、（公財）日本

中学校体育連盟バレーボール競技部における「全国大会参加チームのユニフォーム規定」に

準ずること。 

（4） 大会期間中の負傷・疾病については、応急手当のみ行う。 

 

mailto:akita@mwt.co.jp


（5） 大会期間中の負傷・疾病については、「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。参加者は健康保険証を持参すること。 

 

19 新型コロ  (1)  大会実行委員会が定める感染症拡大防止ガイドラインに従うこと。当日、大会参加同意書  

ナウィル   及び健康観察表等の提出を求める（大会ＨＰ参照）。 

    ス感染拡 (2)  会場に入場できる部員、応援の人数は、指定された基準に従うこと。 

    大防止対 (3)  大会期間中、選手や引率者等に風邪の症状や倦怠感、味覚嗅覚の異常など、新型コロナウ 

策      ィルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの大会参加を認めず、棄権とする。 

        (4)  大会期間中、対戦した相手チームの選手や引率者等に風邪の症状や倦怠感、味覚嗅覚の異

常など、新型コロナウィルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの大会参加を認

めず、棄権とすることもあり得る。 

 

20 連 絡 先 （1） 大会開催前〔～８月１８日（木）〕 

〒010-0014  秋田県秋田市南通宮田 15-1  秋田市立秋田南中学校内 

令和４年度全国中学校体育大会 

第 52回全日本中学校バレーボール選手権大会実行委員会事務局 

事務局長 伊藤 祐之 

        携帯電話：080-3337-6321 

        E-mail：zenchu_vb_akita2022@yahoo.co.jp 

 

（2） 大会開催中〔８月１９日（金）～８月２２日（月）〕 

【昼 間】「ＣＮＡアリーナ★あきた」（８／１９～２２ 大会本部） 

〒010-0973 秋田県秋田市八橋本町六丁目 12-20 

TEL:018-866-2600 FAX：018-866-2601 

大会本部専用携帯電話：080-3337-6321 

「由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ」（８／１９～２１ 大会本部） 

〒015-0013 秋田県由利本荘市石脇字田尻野 18 

TEL:0184-22-0001 FAX：0184-25-7080 

大会本部専用携帯電話：080-1671-8492 

【夜 間】「秋田キャッスルホテル」（本部宿舎） 

       〒010-0001 秋田県秋田市中通一丁目３－５ 

TEL:018-834-1141 FAX：018-834-5588 

大会本部専用携帯電話：080-3337-6321 

 

（3） 大会ホーム-ページ 

 

https:/volley.zenchuu.jp 

大会ホームページから「大会参加申込書」「外部指導者（コーチ）確認書」をダウン 

ロードすることができます。「宿泊・昼食申込」は、大会ホームページ内の「要項・申込」

より、ＷＥＢ上の「大会管理システム」で必ず申し込んでください。 

 

 

 

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」 

 

 

mailto:zenchu_vb_akita2022@yahoo.co.jp
tel:018-834-1141
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＝大会申込要項＝ 
ブロック大会出場にかかわる都道府県の予選大会終了後、各ブロック大会の出場が決定したチームに対し、

次の書類を配付しています。準備を予定通り進めるために次の事項についてよろしくお願いします。 
 

１．配付書類   ※（１）～（７）のファイルは大会ホームページよりダウンロードできます。 

（１）大会要項 

（２）大会参加申込書（メール用ファイル）とチーム写真の送付について（お願い） 

（３）大会参加申込書 

（４）外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）に関わる文書 

（５）練習会場使用希望とプログラム申込に関わる文書 

（６）宿泊・弁当・輸送申込みに関わる文書 

（７）チーム撮影申請に関わる文書 
 

２．各種申込について 

①各ブロック大会に出場する全てのチーム 

提出書類 内容 提出方法 締切日 備考 

大会参加申込書 
（メール用ファイル） 

大会ホームページからダウンロード

した大会参加申込書ファイルの「申込

書シート」「プログラム用シート」に

必要事項を入力する。 
メール 

８月２日（火） 

１７：００必着 

決意表明は、必

ず入力してく

ださい。プログ

ラムのチーム

紹介ページに

掲載します。 
チーム写真 

ＪＰＧ形式でファイル名を「都道府県

名・男女別・学校名」とする。（デジ

タルカメラの画像は１０００万画素

前後でお願いします。） 

②全国大会に出場決定したチーム 

提出書類 内容 提出方法 締切日 備考 

大会参加申込書 

書面に必要事項を記入する。 

各中学校校長印、各都道府県中学校体

育連盟会長印の押印されたものを郵

送する。(申込書シートの内容と同様

とする。) 

郵送 

８月１０日

（水） 

必着 
 

※ブロック大会終了

後、直ちに郵送し

てください。 

※８月１０日（水）

まで郵送必着でき

ないブロックに限

り、ブロック大会

終了直後に大会参

加申込書のみを

FAX、直ちに郵送し

てください。 

全チーム 
(３チーム以上の

合同チームは大会

事務局へ連絡して

ください) 

外部指導者（コー

チ）確認書（校長

承認書） 

書面に必要事項を記入する。 

写真（30mm×24mm）２枚必要。（１枚

は確認書に貼付、１枚は同封） 

該当する 

チームのみ 

チーム撮影申請書 

書面に必要事項を記入する。 

（撮影時に必要なＩＤカードは、８月

１９日（金）ＣＮＡアリーナ★あきた

の受付でお渡しします。） 

希望する 

チームのみ 

「練習会場使用希

望・プログラム予約

申込」ＦＡＸ送信用

紙 

練習会場使用希望が無い場合は、「希

望しない」に「○」を記入すること。 

プログラム予約申込が無い場合は、

「０」を記入すること。 

FAX 送信 

８月１２日

（金） 

１７：００ 

全チーム 

大会参加費 
銀行振込（別紙） 

３，０００円×登録選手数 

銀行振込 

(整理番号 

・学校名 

で振込) 

８月１２日

（金） 

１５：００ 

全チーム 

プログラム代金 
大会参加費と一緒に納入 

１，８００円×購入冊数 

希望する 

チームのみ 

上記の申込書の送り先・問い合わせ 

〒010-0014 秋田県秋田市南通宮田１５－１ 秋田市立秋田南中学校内 

令和４年度全国中学校体育大会 

                  『第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会事務局』 伊藤 祐之 宛 

                TEL：018-833-8467      FAX：018-833-8468 

                E-mail             zenchu_vb_akita2020@yahoo.co.jp 

                ホームページアドレス      https://volley.zenchuu.jp 
 

宿泊・弁当申込書 

（WEB 申込） 

書面に必要事項を記入

する。（別紙参照） 

名鉄観光サービス株式

会社 秋田支店 

８月１２日（金） 

正午 
全チーム 
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令和４年７月２２日 

ブロック大会出場チーム 様 
 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会  会長  長沼  優 

 （公印省略） 

 

大会参加申込書（Ｅメール用）とチーム写真の送付について（お願い） 
 

 このたびは、各ブロック大会への出場、誠におめでとうございます。 

さて、令和４年度全国中学校体育大会第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会の開催にあたり、大会

事務局では大会のプログラムを短期間で作成しなければなりません。そのため、例年、各ブロック大会に出場

する全チームに本大会への大会参加申込書（Ｅメール用）とチーム写真の送付をお願いしています。 

つきましては、大変お手数をおかけしますが、下記の要領で作成し、８月２日（火）１７：００までにメー

ルにて送付くださるようお願い申し上げます。申込に不備があれば、メールにてご連絡をいたしますのでご確

認ください。 

なお、本大会への出場がかなわなかった場合には、大会事務局が責任を持って処理させていただきます。 

ブロック大会でのご健闘をお祈りします。 

 

１ 大会参加申込書（Ｅメール用エクセルファイル） 

  大会ホームページからダウンロードした大会参加申込書ファイルの「申込書シート、プログラム用シー

ト」に必要事項を入力してください。「プログラム用シート」の各チームの決意表明（３０字程度）も入力

してください。プログラムに掲載します。 
 

２ チーム写真 

  デジタルカメラの画像(1000 万画素程度)で撮影し、できるだけ鮮明な写真をお願いします。携帯・スマ

ートフォンでは画素数が足りない場合があります。ＪＰＧ形式でファイル名を「都道府県名・チーム名」と

してください。 
 

※チーム写真の撮り方について 

 
 

 [注]・選手（ベンチ入りメンバーのみ）１～８は、イスに座る。選手９～１２は、前列選手の間に立つ。 

・監督は後列向かって右から２番目、コーチは監督の右隣（後列向かって右端）に立つ。 

・マネージャー（生徒に限る）は、後列向かって左端に立つ。 

・プログラム写真加工の都合上、余白を少しとって撮影してください。 

・背面に人物や作品、個人名などが入らないようにしてください。 

 

送付先メールアドレス      zenchu_vb_akita2020@yahoo.co.jp 

 

ホームページアドレス      https://volley.zenchuu.jp 

生
徒
に
限
る 
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令和４年７月２２日 

 

全国大会出場チーム中学校長 様 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会  会長  長沼  優 

（公印省略） 

 

外部指導者(コーチ)確認書(校長承認書)の提出について 

 

  標記のことについて、貴校生徒及びチームが全国中学校体育大会の出場に際してコーチを帯同さ

れる場合には、以下の点に留意されご提出願います。 

 

１ 外部指導者（コーチ）は、出場校の校長が認めた者とします。但し、当該校以外の中学校教

職員は外部指導者（コーチ）にはなれません。また、同一人が複数校の外部指導者（コーチ）

にはなれません。  

 

２ 外部指導者（コーチ）を置く場合は、コーチの資格を正しく確認し、トラブルを防止するた

め、外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）を大会実行委員会に提出していただきます。 

 

３ 大会期間中は、大会実行委員会から支給するＩＤカードをつけていただきます。ＩＤカード

作成のため、写真（上半身・無背景・無帽・正面・３０㎜×２４㎜）２枚（１枚は別紙の外部

指導者（コーチ）確認書（校長承認書）に貼付、１枚（ＩＤカード作成時に使用）は同封）を

提出してください。 
 

趣旨をご理解の上、８月１０日(水)必着でご提出ください。 

 

 

送付先（大会参加申込書と一緒に郵送してください。） 

〒010-0014 

秋田県秋田市南通宮田１５－１ 秋田市立秋田南中学校内 

令和４年度全国中学校体育大会 

『第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会事務局』 伊藤 祐之 宛 
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令和４年８月  日 

 

令和４年度全国中学校体育大会  

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会 会長 長沼  優 様 

  

  

 

都 道 

府 県  立   

  学校 

 学校長  公印 

 学校住所 〒    

   

 学校電話 （     ）   － 

 学校 FAX （     ）   － 

 

外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書） 

  

 下記の者を、本校が『令和４年度全国中学校体育大会 第５２回全日本中学校バレーボール選手

権大会』出場に際しての、コーチとして承認いたしました。 

 

ふりがな  写真添付欄 

氏  名  

上半身  

無背景  

無帽  

正面  

３０㎜×２４㎜ 

性  別 男 ・ 女 

年  齢 歳  

学校との関わり  
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令和４年７月２２日  

 

全国大会出場チーム顧問 様 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会  会長  長沼  優 

（公印省略） 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

開会式前日（８月１８日（木））の練習会場使用について 

 

 

このたびは、令和４年度全国中学校体育大会第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会出場、誠に

おめでとうございます。 

さて、８月１９日（金）から８月２２日（月）の練習会場は、大会実行委員会にてすべての出場校に割

り当てておりますが、開会式前日８月１８日（木）の練習会場は、下記の要領で用意いたします。別紙

「ＦＡＸ送信用紙」に希望の有無など必要事項を記入の上、大会事務局までＦＡＸにてご連絡くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

 

１ 申込締切   令和４年８月１２日（金）１７：００（必着） 

 

 

２ 申込方法   別紙「ＦＡＸ送信用紙」に必要事項を記入し、ＦＡＸで申し込んでください。 

ＦＡＸ ０１８－８３３－８４６８ （大会事務局） 

 

 

３ そ の 他  ① ８月１８日（木）の練習会場使用は希望制とします。 

 (練習会場：県営トレーニングセンター・秋田市立河辺体育館 

秋田市立雄和体育館) 

② 練習時間は１２時３０分～１６時３０分とし、各チームへの割り当ては１時

間以内を原則とします。１コート、２チームの割り当てを予定しておりま

す。 

③ 希望の時間を承りますが、希望にそえない場合があることをご了承くださ

い。また、希望多数の場合は、遠隔地のチームを優先に割り当てをします。 

④ 決定しました練習時間帯につきましては、８月１３日（土）に大会ホー

ムページにて回答いたしますので、各チームでご確認ください。 



練習会場 男女別 コート

男子 ①

8 男子 ②

月 男子 ③

1８ 男子 ④

日 女子 ⑤

（木） 女子 ⑥

女子 ⑦

女子 ⑧

練習会場 男女別 コート

男子 ①

男子 ②

８ 男子 ③

月 男子 ④

19 秋田市立茨島体育館 男子 ⑤

日 女子 ⑥

（金） 女子 ⑦

女子 ⑧

女子 ⑨

女子 ⑩

競技会場 男女別 コート

男子 Ａ

男子 Ｂ

男子 Ｃ

男子 Ｄ

女子 Ｅ

女子 Ｆ

女子 Ｇ

8 女子 Ｈ

月 男子・女子 Ｉ

20 練習会場 男女別 コート

日 男子 ①

（土） 男子 ②

男子 ③

男子 ④

女子 ⑤

女子 ⑥

女子 ⑦

女子 ⑧

女子 ⑨

由利本荘市石脇体育館 男子 ⑩

競技会場 男女別 コート

男子 Ａ

男子 Ｂ

男子 Ｃ

男子 Ｄ

女子 Ｅ

女子 Ｆ

8 女子 Ｇ

月 女子 Ｈ

21 練習会場 男女別 コート

日 男子 ①

（日） 男子 ②

男子 ③

男子 ④

女子 ⑤

女子 ⑥

女子 ⑦

女子 ⑧

8 競技会場 男女別 コート

月 男子・女子 特Ａ

22 男子・女子 特Ｂ

日 練習会場 男女別 コート

（月） ＣＮＡアリーナ★あきた 女子・男子 ① 張
替

【注意事項】

女16 女32

男20 男36

男31

＊8月22日(月)の練習会場割当ては、決勝トーナメント戦の試合コート・試合順にて記載。

※　会場使用については、練習会場の係員の指示に従い、マナーを守ってください。
※　２チームで同一コートを使用するので、事前に話し合いの上、使用してください。
※　練習時間は厳守してください。
※　移動につきましては、時間にゆとりを持って移動してください（特に試合会場への移動）。
※　公共の施設ですので、全ての会場で禁煙です。

女子決勝

県営トレーニングセンター

男16 男32

  9:00  9:30  10:00 10:50 11:5012:00 13:00

男子決勝ネット張替特Ｂ２ 特Ａ２

特設コート
設営 男子決勝 張

替 女子決勝
特Ｂ１

ＣＮＡアリーナ★あきた
特Ａ１

男子準決勝 張
替 女子準決勝

＊8月２１日(日)の練習会場割当ては、決勝トーナメント戦の試合コート・試合順にて記載。

 8:30  9:00  9:30 10:40 12:20 13:30 14:40

Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５
由利本荘市立岩城総合体育館

Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５ Ｇ６

Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６
由利本荘市総合体育館

Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ Ｅ５ Ｅ６

県営トレーニングセンター

Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５

Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５ Ｃ６

Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６

Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６

第

四

試

合

第

五

試

合

ＣＮＡアリーナ★あきた

Ｆ１

第

三

試

合

ナイスアリーナ

第

六

試

合

第

六

試

合

Ａ１

第

一

試

合

第

二

試

合

Ｄ１

Ｅ１

11:50 13:00 14:10

Ｂ１

Ｃ１

Ｇ１

Ｈ１

8:20 9:30 10:40

＊8月20日(土)の練習会場割当ては、予選グループ戦の試合コート・試合順にて記載。

 8:30  9:00  9:30 10:40 11:50 13:00 14:10 15:20

I２ I３

Ｈ２ Ｈ３ Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
由利本荘市立岩城総合体育館

Ｇ２ Ｇ３ Ｇ４ Ｇ５ Ｇ６

Ｉ４ Ｉ５ Ｉ６

Ｃ６

由利本荘市総合体育館 Ｆ２ Ｆ３ Ｆ４ Ｆ５ Ｆ６

Ｅ２ Ｅ３ Ｅ４ Ｅ５ Ｅ６

県営トレーニングセンター
Ｂ２ Ｂ３ Ｂ４ Ｂ５ Ｂ６

Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ Ａ６

Ｄ２ Ｄ３ Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６

Ｃ２ Ｃ３ Ｃ４ Ｃ５

8:20 9:30 10:40 11:50 13:00 14:10

Ｈ１

I１

ナイスアリーナ

Ｄ１

Ｅ１

Ｆ１

Ｇ１

＊8月19日(金)の練習会場割当ては、予選グループ戦の抽選番号にて記載。

 8:30  9:00  9:30 10:40 11:50 13:00 14:10 15:20

ＣＮＡアリーナ★あきた

Ａ１

第

一

試

合

第

二

試

合

第

三

試

合

第

四

試

合

第

五

試

合

第

六

試

合

Ｂ１

Ｃ１

由利本荘市立岩城総合体育館
女5 女25 女14 女34 女27 女12

女13 女33 女18 女3 女15 女35

由利本荘市総合体育館

女20 女36

女24 女28

女9 女29 女6 女26 女11 女31

女17 女2 女22 女7 女19 女4

男17 男2 男22 男7 男19 男4

女1 女21 女10 女30 女23 女8

男13 男33 男18 男3 男15

男9 男29 男6 男26 男11

監

督

会

議

男35 男24 男28

男1 男21 男10 男30 男23 男8

男5 男25 男14 男34 男27 男12

16:00

秋田市立河辺体育館

＊前日練習（8月18日(木)）は、希望申し込みがあったチームのみ

8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 14:00

秋田市立雄和体育館

令和４年度全国中学校体育大会　第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会　練習会場割当て

10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30

県営トレーニングセンター
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練習会場使用チームへのお願い 

１．『会場使用にあたって』 

 ① 練習会場に入れるのは、「登録メンバー１５名＋最大１２名の観戦者」の計２７名で

す。２０日以降は、ＩＤの提示もお願いします。 

②  使用した場所の消毒、会場の美化（トイレ、更衣室など）にご協力ください。 

③  床の汗ふきや清掃のために使用した掃除用具、モップ等は元の場所へ返却をお願いし

ます。 

④  緊急時（ケガ等）の場合は、各会場の練習会場委員へご連絡ください。 

⑤ 各チームのゴミ等は、各チームで処理してください。基本的にゴミ箱等は用意していま

せん。 

⑥  シューズ、バッグ、ボール等、忘れ物に注意してください。 

⑦  貴重品は各チームで管理してください。（置き引き等に注意してください。） 

⑧  施設内は禁煙です。ご協力よろしくお願いします。 

⑨  冷房設備がありませんので、各チーム熱中症対策を万全にしてください。 

⑩  保護者の入館に際しては、各会場の制限に従うとともに、館内が密にならないよう、

お互いの距離をとるようご協力をお願いします。 

２．『練習会場使用の決まりと確認について』 

① 時間厳守で対応していただくようお願いします。 

・ 体育館への入館は、使用割り当て時刻の１０分前からとし、それ以前の入館は認めま

せん。また、入館後の行動が他チームの邪魔にならないよう配慮してください。 

・ 体育館使用の時間は、体育館内の時計（練習会場委員）をもとに判断します。 

② 割り当てられたコートのみ使用してください。 

・ 割当てチームが来なくて、隣のコートが空いていても使用はできません。 

３．その他 

各試合会場への移動については、各チームで責任をもって移動してください。移動につい

ては、時間に余裕をもっていただきますようお願いいたします。駐車場に関しては、練習会

場委員の指示に従って下さい。 

練習会場への交通や練習会場での駐車場の条件は、各会場によって異なります。大会ホー

ムページやハンドブックで必ずご確認ください。 
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令和４年７月２２日 

 

全国大会出場チーム顧問 様 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会  会長  長沼  優 

（公印省略） 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

プログラム予約販売について 

 

 

 このたびは、令和４年度全国中学校体育大会第５２回全日本中学校バレーボール選手権

大会出場、誠におめでとうございます。 

  さて、本大会プログラムを予約販売いたします。プログラムは、各チームに３部用意い

たしますが、それ以上の希望については購入をお願いします。 

なお、大会期間中、各会場でプログラムを販売しますが、売り切れることも予想されま

す。大会出場チームのみなさんの必要部数を確保するため、下記要領で、予約販売を受け

付けておりますのでご利用ください。 

 

 

記 

 

 

１ 申込締切        令和４年８月１２日（金）１７：００（必着） 

 

２ プログラム予約販売価格 １冊 １，８００円 

（大会当日 販売価格２，０００円） 

 

３ 申込方法        別紙「ＦＡＸ送信用紙」に必要事項を記入し、ＦＡＸで申

し込んでください。 

ＦＡＸ ０１８-８３３－８４６８ (大会事務局) 

 

４ 支払い・引渡し    代金の支払いについては、参加料と併せてお願いいたし                          

ます。（銀行への振込みになります。） 

プログラムの引渡しは、８月１９日（金）の監督会議の受

付時になります。 

なお、申込締切以降の追加等の変更はご遠慮ください。 
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令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 
 

 
ＦＡＸ送信用紙 令和４年８月  日 

（送り状は不要です。この用紙のみＦＡＸしてください。） 

 

１ 開会式前日（８月１８日（木））の練習会場使用希望について 
１チームあたり、１２時３０分～１６時３０分の間、１時間程度の割り当てとなります。 

（希望する場合、希望時間帯を記入してください。ただし、希望に添えないこともあります。 

また希望多数の場合は、遠隔地のチームを優先に割り当てをします。） 

 

（  ）希望する ⇒ ８月１８日（木） 時  分～  時  分の時間帯 

（  ）希望しない  

 

 

２ プログラム予約販売申込について 
 

プログラム  冊 を予約申込みします。 

 

※ 予約申込みをしない場合  の欄に「０」と、ご記入ください。 

 

※ ８月１２日（金）１７：００（必着）までに送信してください。 
   

《送信元》 

都道府県  男子  ・  女子 

学校名  学 校 

学校電話番号  

学校ＦＡＸ番号  

ふりがな  

責任者氏名  

責任者携帯番号  

 

《送信先》 

令和４年度全国中学校体育大会 

『第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会実行委員会 事務局』 

秋田市立秋田南中学校内 伊藤 祐之 宛 

FAX：０１８-8３３-８４６８ 
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令和４年７月２２日 

 

全国大会出場チーム中学校長 様 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会  会長  長沼  優 

（公印省略） 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

写真撮影及びビデオ撮影について 
  

本大会は、中学校教育の一環として行われているものです。そのため、生徒のプライバシーの保護や肖像権

および個人情報を守るため、以下の事項を遵守するよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

１ 撮影許可者について 

(１) (公財)日本中学校体育連盟の方針に沿って、本連盟に協賛している写真業者に限って撮影を許可し 

ます。ビデオ撮影業者も同様とします。 

(２) 出場チーム関係者で、本大会実行委員会が次のように認めた者とします。 

① 出場チームに所属している生徒の保護者 

② 出場チームの監督・コーチ 

③ その他、実行委員会が認めた出場チーム関係者 

※ 撮影者は必ず本大会実行委員会から支給するＩＤカードをつけること。 

※ ①については各チームに許可証３枚まで発行する。 

※ 申請は別紙「チーム撮影申請書」に必要事項を記入し、大会参加申込書と同封し提出をするこ

と。 

 

２ 撮影方法について 

(１) フラッシュ・ライトの使用は禁止します。 

(２) 試合の撮影は、観客席からのみとします。 

(３) 他の観客や応援者に迷惑な撮影は禁止します。 

【 チーム用許可証 】  

３ その他の注意事項 

(１) 館内のコンセントを使用しての撮影やバッテリーの充電は禁止します。 

(２) 大会役員から機器の確認や撮影内容の提示（デジタルカメラ・ビデオの再生等）を求められた場合 

は、その指示に従ってください。 

(４) その他、大会役員の指示に従ってください。 

 

４ 上記事項を守れない場合の対処 

(１) 撮影をお断りします。 

(２) 大会役員の指示に従わない撮影者や不審を抱くような撮影者については、撮影内容の提示を求める 

ほかに、撮影済みの記録媒体・フィルム・テープ等を没収し、警察等の関係機関にそれらを渡します。 

 

 

複製防止につき、関係者から

の申請後、許可したチームの

みに発行します。事務局 
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                                令和４年８月  日 

 

令和４年度全国中学校体育大会 

第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会 

秋田県実行委員会 会長 長沼  優  様 

 

 

 

都 道 

府 県  立   

  学校 

 学校長  公印 

 学校住所 〒    

   

 学校電話 （     ）   － 

 学校 FAX （     ）   － 

 

 

チーム撮影申請書 

 

下記の者を、本校の令和４年度全国中学校体育大会第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会撮

影責任者として申請します。また、チーム撮影者には別紙「写真撮影並びにビデオ撮影について」の内容

を承諾させ、厳守させます。 

 

撮影責任者 

ふ り が な   

氏     名  印 

学校との関わり  

大会期間中の 

連絡先（電話） 
 

 

令和４年８月１０日（水）１７：００必着 



　この度は、第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会のご出場、誠におめでとうございます。本大会開催にあたり、弊社

名鉄観光サービス（株）秋田支店にて、皆さまの宿泊施設・弁当等の手配・申込受付を担当させていただくことになりました。

つきましては、申込要項として下記の通りご案内させていただきますので、ご査収の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

　　 認められた者とします。

1 基本方針

　第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めます。

（１）宿泊・弁当等の取扱いにつきましては、全国中学校体育大会秋田県大会実行委員会（以下「実行委員会」という）の

　 　基本方針に従って実施します。

（２）この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は、第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会に参加する選手・

　　 監督・コーチ・引率教員・応援生徒・役員（視察員も含む）とします。選手・監督・コーチについては、大会要項により正規に

（３）大会参加者の宿泊施設は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定宿舎以外の

　　 宿泊施設を利用の場合、緊急時通達ができず、また必要書類の受け渡しができないことが予想されます。尚、指定した

　　 宿舎の変更は原則として認めません。

　　 （変更によって生じた紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります。）

（４）宿泊・昼食弁当に関しては、実行委員会が指定した名鉄観光サービス（株）秋田支店（以下「全中バレー男子宿泊デスク」）

　　 が担当します。必ず全中バレー男子宿泊デスクを通じて申込を行って下さい。

朝○ 昼× 夕×

（５）宿泊中の選手等に風紀上、悪影響が及ばないように教育的配慮をします。

　　 令和４年８月１７日（水）～８月２２日（月）の６日間（大会前々日、前日と閉会後の宿泊を含みます）

　　 ※大会期間は８月１９日（金）～８月２２日（月）です。

　　 ※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。

　　 設定日以外の宿泊をご希望の場合は、「全中バレー男子宿泊デスク」までお問合せ下さい。

3 宿泊について　宿泊は名鉄観光サービス㈱が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

（１）宿泊設定日：令和４年８月１７日（水）～８月２２日（月）　６泊　

…各宿泊施設…（各自移動）…各宿泊施設（泊）

（２）旅程表：

出発日 出発地（ご自宅）…（各自移動※）…各宿泊施設（泊） 朝× 昼× 夕〇

帰着日 各宿泊施設…（各自移動※）…帰着地（ご自宅）

※一般応援者・保護者は
1泊朝食付きのみ

宿泊は１泊２食付のみ

2 取扱期間

朝○ 昼× 夕〇

（３）最少催行人員：１名様より催行いたします。

（４）添乗員：同行いたしません。

令和４年度全国中学校体育大会 第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会

宿泊・昼食弁当 申込要項（男子）

1



　　 

　　　 

９，０００円 ８，０００円

夕食欠食を希望された場合は、上記旅行代金から一律１,０００円引きとします。

朝食欠食の控除はありません。

　　　 場合もございます。宿泊施設決定後に各施設へ直接お問い合わせください。

　　⑥空室状況によっては、禁煙ルーム以外のお部屋が割り当てになる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

　　②配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を優先します。

　　③配宿の結果は８月１５日（月）１５：００以降の通知を予定しております。

　　④やむを得ない事情により、設定以外の宿泊施設に配宿させていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。

　　　 ※お支払いはクレジットカード決済（通信決済）のみとなります。ご了承の上、お申し込み下さい。

（８）一般応援者・保護者の宿泊について

Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス

http://www.mwt-mice.com/events/volleyball-akita2022h
　　　 アクセスしてお申込みください。（旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）

　　③宿泊施設により、複数チームが宿泊する場合があります。食事等は時間交代制となる場合があります。ご了承下さい。

　　④チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００までを原則とします。それ以前・以後のご利用は追加費用がかかる

　　    （消臭対応となる場合がございます。）

（７）配宿について

　　①配宿は実行委員会と協議の上行います。希望する宿泊クラスの宿泊施設の収容人員が満室に達した場合は、

（６）宿泊条件

　　①宿泊施設および客室タイプを指定してのお申込はできません。希望の宿泊クラス（S～E）にてお申込み下さい。

　　　 ※宿泊クラスは必ず第３希望までご選択下さい。

　　②お部屋タイプは洋室（シングル・ツイン・トリプル定員利用）または和室・和洋室（定員利用）となります。

　　　 ※基本的に客室の定員数内での配宿を行います。「１人１ベット利用」かつ「１人２畳以上の確保」を基準に

　　　　  お部屋を用意させていただきます。　

Eクラス

　　　 場合がございます。

　　⑤駐車場のご利用条件（料金等）は宿泊施設によって異なります。近隣のコインパーキングや有料駐車場をご利用いただく

Ａクラス宿泊クラス

 貸切バスの駐車場をご希望の方は別途お問い合わせください。数に限りがございますので予めご了承ください。

Ｓクラス

旅行代金
（１泊２食）

欠食控除（夕食）

欠食控除（朝食）

　　　 ※申込時に宿泊施設を選択して予約確定・お支払いができます。確保室数に達したら終了となります。

１３，０００円 １２，０００円 １１，０００円 １０，０００円

　　 本大会が安全に運営されるために、大会参加者ができ得る限り接触の機会を減らし、競技会場へのアクセスや食事等を

　　考慮して設定した条件の良い宿泊施設に多くの大会参加者が宿泊していただくため、一般応援者・保護者（小児含む）

　　は別の宿泊施設に分かれてご宿泊いただきますよう、お願いします。

　　①大会参加者とは別に一般応援者・保護者用の宿泊施設をご用意しています。

　　　 ※本大会出場が決定する前の事前確保はご遠慮下さい。

　　　 （別ページの【宿泊施設一覧（一般応援者・保護者用）】にてご確認下さい。）

　　②「保護者専用宿泊申込サイト」からお申込みいただけます。下記ＵＲＬまたは右記ＱＲコードから

　　 宿泊施設については、次ページの【宿泊施設一覧（大会参加者用）】の通りとします。

（５）旅行代金：お一人様あたり／税金・サービス料込

　　　希望以外の宿泊クラスの宿泊施設に配宿となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

　　③「保護者専用宿泊申込サイト」の宿泊申込締切は８月１２日（金）１２時００分までとします。

　　④申込後の変更・取消をする場合は、所定の取消料を申し受けます。（「8.変更・取消について」をご確認下さい。）

保護者用

2

http://www.mwt-mice.com/events/volleyball-akita2022h


専用宴会場
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

専用宴会場
セットメニュー

個室宴会場
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

専用宴会場
セットメニュー

バスなし
トイレあり

バスなし
トイレなし

バスなし
トイレなし

バスなし
トイレなし

バスあり
トイレあり

秋田
④

６：３０～
レストラン

セットメニュー等

　　　食事内容や食事会場、朝食時間は感染状況や宿泊施設側の事情等により、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

６：００～
個室宴会場
セットメニュー

個室宴会場
セットメニュー

バスなし
トイレあり

バスなし
トイレなし

バスなし
トイレなし

シングル・トリプル
和室

６：００～
専用宴会場
セットメニュー

秋田
②

アルバートホテル秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩20分

夕食
（会場・内容等）

※１

専用宴会場
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

客室設備
※２

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

約4km（車で１３分）
秋田
①

秋田
③

ツイン・トリプル

シングル・ツイン

シングル
ツイン・トリプル

シングル
ツイン・和室

和室

トリプル・和室

朝食開始時間
朝食会場
メニュー

大仙
⑪

秋田
⑥

秋田
⑨

ユーランドホテル八橋
JR秋田駅（西口）より車で10分

７：００～
レストラン

セットメニュー

６：３０～
レストラン
バイキング

ホテルなにわ
JR秋田駅（西口）より徒歩6分

シングル・ツイン
和室

シングル・トリプル
和室

和室

６：３０～
レストラン
バイキング

６：００～
レストラン

セットメニュー

６：００～
レストラン

セットメニュー

S

A

Ｂ

Ｃ

E

秋田
⑤

本荘
⑩

秋田
⑦

宿泊施設一覧（大会参加者用／選手・監督・コーチ・引率教員・応援生徒）　

各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図」でご確認下さい。

ク
ラ
ス

宿泊地
会場までのアクセス※３

CNAアリーナ★あきた

秋田
⑧

秋田温泉さとみ
JR秋田駅（東口）より車で15分

協働大町ビルおおまち荘
JR秋田駅（西口）より徒歩20分

秋田県健康増進交流センター
ユフォーレ

JR秋田駅（東口）より車で30分

はーとぽーと大内　ぽぽろっこ
JR羽後岩谷駅より徒歩1分

西仙北ぬく森温泉ユメリア
JR刈和野駅より車で10分

秋田県営トレーニングセンター宿泊棟
JR秋田駅（西口）より車で30分

宿泊施設名
（下段は交通アクセス）

秋田キャッスルホテル
JR秋田駅（西口）より徒歩10分

ダイワロイネットホテル秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩15分

お部屋
タイプ

６：３０～
レストラン
バイキング

６：３０～
レストラン
バイキング

６：００～
レストラン
バイキング

７：００～
専用宴会場
セットメニュー

約4km（車で１３分）

約4km（車で１３分）

約5km（車で２０分）

約7.5km（車で２０分）

約3km（車で１０分）

約20km（車で３０分）

約4.5km（車で５分）

バスなし
トイレなし

※１ 食事会場の表記は下記の通りです。（感染状況等により変更となる場合があります。ご了承下さい。）

      個室宴会場／チームのみでご利用できる宴会場　　専用宴会場／本大会出場校のみが利用できる宴会場（他校とは共用）

　　　 レストラン／ホテル内レストラン（宿泊客全員が共用・座席数によっては時間ごとに入替制となります）

Ｄ

大仙
⑫

大原旅館
JR大曲駅（西口）より徒歩5分

シングル・和室

レストラン
バイキング

約25km（車で３０分）

約35km（車で４０分）

約40km（車で５０分）

約60km（車で６０分）

※２　客室にバス、トイレがない施設の場合、共同トイレ、共同浴場のご利用になります。

ツイン・トリプル
和室

※３ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）
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６：１５～

※２ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）

大仙
D

ホテルルートイン大曲駅前
JR大曲駅（西口）より徒歩3分

シングル・ツイン 　９，５００円 ６：４５～

６：００～

　１２，０００円

（２）弁当代金：一食９００円税込（パック茶付・税込）

　　①宿泊申込時に、お申込み下さい。（当日の弁当申込受付や販売はお受けできません。）

　　　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場に滞在できる時間が制限され、上記の時間に受け取りが難しい

６：３０～

　　　　　場合は、受取時間は柔軟に対応させていただきます。

※１ 旅行代金（宿泊代金）は１泊朝食付お一人様あたり／税金・サービス料込となります。

      朝食欠食による控除はありません。また、小学生の添い寝は認められません。

横手
G

4 昼食弁当について　昼食弁当は旅行契約に該当しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。

（１）取扱期間：令和４年８月１９日（金）～８月２２日（月）　４日間

　１５，０００円 ６：１５～
秋田

B

宿泊施設名
（下段は交通アクセス）

お部屋
タイプ

朝食開始
時間

会場までのアクセス※２
CNAアリーナ★あきた

宿泊施設一覧（一般応援者・保護者（小児含む）用）

各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図」でご確認下さい。

旅行代金※１

（１泊朝食付）
宿泊地

湯沢
H

　　②弁当代金のお支払い等については、旅行（宿泊）代金と同様の取り扱いとなります。

（３）その他

横手
F

ホテルルートイン横手インター
JR横手駅（西口）より車で5分

シングル・ツイン 　１０，０００円

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

　１１，０００円

　１０，０００円

クォードインyokote
JR横手駅（西口）より車で5分

シングル

　　③弁当の引換えは、原則１１時００分～１３時３０分の間に、会場内の弁当引換所にてお渡しします。引換券はありません。

　　④時節柄、お弁当が傷みやすくなっています。お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。

　　⑤お弁当の空き容器の回収を行います。１５時までにお持ちください。

　　　 ※食中毒防止のため、受け取りに来られないお弁当は１４時をもって廃棄させていただきます。

シングル
ツイン・トリプル

６：００～　１４，０００円

約4.5km（車で１５分）

約4.5km（車で１５分）

約4km（車で１２分）

秋田
A

ドーミーイン秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩５分

シングル

　　　 また、小学生も同料金となります。（未就学児の料金はお問い合わせください。）

コンフォートホテル秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩2分

シングル

横手
E

横手セントラルホテル
JR横手駅（東口）より徒歩15分

湯沢ロイヤルホテル
JR湯沢駅（東口）より徒歩5分

約60km（車で６０分）

約60km（車で８０分）

約60km（車で８０分）

約70km（車で７０分）

約60km（車で８０分）

秋田
C

ホテルルートイン秋田土崎
JR秋田駅（西口）より車で20分

シングル・ツイン 　１０，０００円 ６：１５～
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秋田空港（２０：１５）＞＞＞新千歳空港（２１：１０）JAL2828

〇JRについて

〇航空スケジュールについて

　秋田駅まで秋田新幹線(こまち号)での移動も可能です。例として、東京駅～秋田駅までの所要時間は約4時間です。

秋田空港（０７：３０）＞＞＞羽田空港（０８：３５）

秋田空港（０８：４５）＞＞＞羽田空港（０９：５５）

秋田空港（０９：３０）＞＞＞羽田空港（１０：４０）

秋田空港（１１：３０）＞＞＞羽田空港（１２：４０）

秋田空港（１２：２５）＞＞＞羽田空港（１３：３５）

秋田空港（１６：０５）＞＞＞羽田空港（１７：１５）

秋田空港（１６：５０）＞＞＞羽田空港（１８：００）

秋田空港（２０：０５）＞＞＞羽田空港（２１：１５）

秋田空港（２０：４０）＞＞＞羽田空港（２１：５０）

秋田空港（０８：００）＞＞＞伊丹空港（０９：３５）

秋田空港（０９：５５）＞＞＞新千歳空港（１１：００）

秋田空港（１１：３０）＞＞＞新千歳空港（１２：３０）

秋田空港（１５：０５）＞＞＞新千歳空港（１６：１０）

ANA1654

JAL2174

秋田空港（０９：４０）＞＞＞伊丹空港（１１：０５）

秋田空港（１２：５０）＞＞＞伊丹空港（１４：２５）

秋田空港（１５：２０）＞＞＞伊丹空港（１６：４５）

復路

便名 利用内容

ANA402

羽田空港（０７：４５）＞＞＞秋田空港（０８：５０）

羽田空港（０９：４５）＞＞＞秋田空港（１０：５０）

羽田空港（１８：５５）＞＞＞秋田空港（２０：００）

羽田空港（２０：１５）＞＞＞秋田空港（２１：２０）

ANA410

JAL168
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JAL165

ANA407

JAL167

ANA409

羽田空港（１０：３５）＞＞＞秋田空港（１１：４５）

羽田空港（０７：００）＞＞＞秋田空港（０８：０５）

ANA401

ANA403

JAL163

ANA405

JAL162

ANA404

発着空港

往路

便名 利用内容

　　 お願いします。「全中バレー男子宿泊デスク」バス担当者から連絡をさせていただき、利用内容や時間等の詳細をお伺いします。

　　 ※以下の通り目安の貸切バス代を参考として記載しておりますが、実際の利用内容・時間等によっては変更となる場合が

　　　　ありますので、ご了承下さい。

　　 企画旅行契約を行います。

6 貸切バスについて　貸切バスは名鉄観光サービス㈱が企画・実施する「受注型企画旅行」となります。

（２）取扱期間：令和４年８月１７日（水）～８月２３日（火）　７日間　※１日単位でお申込みいただけます。

（３）申込方法は、「大会参加者専用宿泊申込サイト」にて宿泊申込をする際に、貸切バス申込欄に必要事項を選択・入力を

JAL2827

大阪
（伊丹空港）

（１）現地における貸切バスの手配を希望されるチームは、別途承ります。

羽田空港（１８：１５）＞＞＞秋田空港（１９：２０） JAL166

航空スケジュール・JRのご案内        ※お手配は承っておりませんのでご了承くださいませ。

　秋田空港発着の便は下記ご参照ください。※下記は2022年5月現在の運行予定のため、変更になる場合がございます。

ANA1653

JAL2173

JAL2179

伊丹空港（０８：００）＞＞＞秋田空港（０９：２５）

伊丹空港（１０：５０）＞＞＞秋田空港（１２：２０）

ANA1655

ANA1837

ANA1839

中部国際空港（１０：００）＞＞＞秋田空港（１１：２０）名古屋
（中部国際空港）

ANA1832

新千歳空港（１６：４５）＞＞＞秋田空港（１７：４５）

新千歳空港（１８：４５）＞＞＞秋田空港（１９：４０）

JAL2176

ANA1838

ANA1840中部国際空港（１５：４５）＞＞＞秋田空港（１７：０５）

新千歳空港（１０：０５）＞＞＞秋田空港（１１：００）

新千歳空港（１３：３５）＞＞＞秋田空港（１４：３５）

ANA1834

秋田空港（１１：５０）＞＞＞中部国際空港（１３：１５）

秋田空港（１７：３５）＞＞＞中部国際空港（１９：００）

JAL2172

ANA406

秋田空港（１８：１５）＞＞＞伊丹空港（１９：５５）

羽田空港（１４：１５）＞＞＞秋田空港（１５：２０）

羽田空港（１４：５５）＞＞＞秋田空港（１６：００）

JAL164
東京

（羽田空港）

JAL161

伊丹空港（１９：２５）＞＞＞秋田空港（２０：５５）

ANA1651

伊丹空港（０７：４５）＞＞＞秋田空港（０９：０５）

伊丹空港（１３：３０）＞＞＞秋田空港（１４：４５）

伊丹空港（１６：５０）＞＞＞秋田空港（１８：１０）

秋田空港（１８：４５）＞＞＞伊丹空港（２０：１５）

ANA408

JAL2171 ANA1652

ANA1656

JAL2821

北海道
（新千歳空港）

（４）申込受領・希望内容を確認して、手配が完了してから「受注型企画旅行条件書」をメールで送らせていただき、受注型

　※約1時間に1本、全席指定席の運行になります。

ANA1831

JAL2822

ANA1833
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143,000円

宿泊施設～競技会場～宿泊施設【競技会場待機なし・送迎のみ】 １時間

秋田空港/秋田駅～（練習会場等）～宿泊施設 ８時間 121,000円

121,000円

利用時間 貸切バス代金※参考料金

（大型バス・ワンマン）

（５）利用予定バス会社：秋田中央交通または羽後交通など（大型バス・ワンマン）

＜参考料金＞想定される利用内容の貸切バス代　代金は１台あたり・税込となります。

利用日 利用内容（一例となりますので、詳細の行程はご相談ください）

８月２２日（月）

宿泊施設～競技会場～宿泊施設　【競技会場待機あり】 １０時間

片道当り55,000円

7 お申込み方法について

　　 （旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）　

　 （２ページの「３.宿泊について／（８）一般応援者・保護者の宿泊について」をご確認下さい。

８月２３日（火） 宿泊施設～秋田空港/秋田駅直行

　　②ＰＣだけでなく、スマートフォンやタブレットからもお申込みが可能です。

　　③お申込み時にご登録いただくメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。

　　　 （配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）

　　④専用ＷＥＢシステムは、令和４年７月２５日（月）９時３０分から公開し、受付を開始いたします。

（２）申込締切日

令和４年８月１２日（金）正午１２時まで に専用ＷＥＢシステム上にてお申込み下さい。

※各ブロックの代表校決定日から配宿決定通知日までの期間が短いため、出場校決定校様には短期間での申込手続

　 をお願いすることとなり、ご無理を申し上げますが、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

１時間 55,000円

　　①専用ＷＥＢシステムには下記ＵＲＬまたは右記ＱＲコードからアクセスしてお申込みください。

１０時間 143,000円宿泊施設～競技会場～秋田空港/秋田駅

※有料道路代および駐車料金は含まれておりません。

※秋田市内および近郊に車庫があるバス会社のため、乗務員宿泊はありません。ドライバーは日ごとに代わる予定です。

（１）本大会の出場が決定次第、速やかに所定の「大会参加者専用宿泊申込サイト（以下、専用ＷＥＢシステム）にてお申込み

　　 下さい。今年度はブロック予選日程から秋田へお越しになる移動日までの期間が短いため、確実にお申込みが確認できる

　　 専用ＷＥＢシステムのみでのお申込みとさせていただきます。（申込書のメールまたはＦＡＸでの申込はありません。）

８月１８日（木）

８月１７日（水） 秋田空港/秋田駅～（練習会場等）～宿泊施設 ８時間

※上記金額は参考料金となります。利用時間や走行距離によって料金が異なりますので詳細はお問い合わせください。

※一般応援者・保護者用の宿泊申込は別の「保護者専用宿泊申込サイト」からお申込み下さい。

８月１９日（金）
８月２０日（土）
８月２１日（日）

http://www.mwt-mice.com/events/volleyball-akita2022s

大会参加者用

（選手・監督）
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③ 配宿決定通知
 ８月１５日（月）１５：００以
降の通知を予定しています

＊ご登録のメールアドレスに配宿完了通知が届きましたら、再ログインして下さい。

■申込方法　保護者専用宿泊申込サイトからお申込みください。（WEB上でホテルの空室状況を確認して予約確定ができます）

■申込締切　令和４年８月１２日（金）１２時００分まで　※空室が無くなり次第、締切日を前に受付を終了する場合があります。

■配宿通知　通知はありません。申込時に空室を確認しながら予約を確定させることができます。

■支払方法　予約確定時にあわせてクレジットカードの通信決済を行って下さい。（決済方法はクレジットカードのみとなります）

（３）予約申込みの流れ

 　「お申込内容確認書（ＰＤＦ）」から配宿結果およびお支払金額・振込先をご確認いただけます。

   ※お支払金額の詳細は、「明細（項目別表記）」をダウンロードしていただくと確認いただけます。

＊ご入金後に変更・取消等の事由により返金が生じた場合、大会終了後、ご指定の口座に振込

   必要事項および口座情報等を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。

　 にてご返金いたします。トップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、

■領収書　　必要な方は保護者専用宿泊申込サイトのトップページから「領収書発行依頼書」をダウンロードしてご依頼下さい。

　 ロードしていただき、必要事項を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。

＊参加者名簿データ（Ｅｘｃｅｌ）のアップロードも忘れずにお願いします。② 各種情報・申込内容
　　の登録完了
 ８月１２日（金）正午まで
 にお願いします。

　 ご登録いただいたメールアドレスに申込完了通知メールが自動配信されます。

＊予約内容入力後、確認画面にて申込内容をご確認の上、「申し込む」を押していただくと、

　（名簿データはトップ画面からダウンロードして必要事項を入力してからアップロードして下さい。）

④ お支払い
 ８月１７日（水）までに
 お願いします。

一般応援者・保護者（小児含む）の予約申込の流れ

＊「お申込み内容確認書」に記載した金額を弊社指定口座へお振込み下さい。

⑤ 領収書・返金
 大会終了後の手続きと
 なります

＊領収書が必要な方は、再ログインしていただき、トップ画面から「領収書発行依頼書」をダウン

① 新規申込み
７月２５日（月）９：３０から

＊上記ＵＲＬまたはＱＲコードからアクセスし、「新規申込みはこちら」からお申込みをお願いします。

＊登録するメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。

　（配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）

＊登録するＩＤとパスワードは、変更や取消をする際のログインに必要です。必ずお控え下さい。

＊各種情報をご登録いただき、宿泊や弁当等のお申込み内容を入力下さい。

　 トップ画面の「ホテル資料」からホテル詳細資料や地図等をダウンロードできます。

　 振込手数料はお客様負担となりますことをご了承下さい。

【振込先】三菱UFJ銀行 新東京支店 普通 ３３１８８８３

メイテツカンコウサービス（カ
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旅行開始日の前日から起算して３日目から前日までの解除

　 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、ホームページにてご確認下さい。 https://www.mwt.co.jp

個人情報の取扱いについて

　　当社は申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた

弁当受取日の前日１４時までの解除 無  料

弁当受取日の前日１４時以降の解除 弁当代金の   100%

　　 ■弁当（旅行契約には該当しません）　

取消日 取消料

       ２泊目以降にお取消のお申し出をいただいた場合、旅行開始後となりますのでご返金はございません。

　　 専用ＷＥＢシステムから操作が可能ですので、再ログインしてご自身で行って下さい。（追加も操作が可能です。）

無  料

（２）申込締切日後の変更・取消・追加について

　　 専用ＷＥＢシステムのトップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、必要事項を入力の上、メール

　 旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに利用させていただくほか、必要の

　 範囲内で当該機関等に提供いたします。上記の目的以外で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。

     ※８月１９日（金）以降の弁当個数の変更・取消等は会場内の「名鉄観光ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。

　　 ■貸切バス（受注型企画旅行契約）　

     　手配内容の変更は、全中バレー宿泊デスクまたは会場内の「名鉄観光ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。

     　お申込後の取消は、受注型企画旅行契約時に交付した旅行条件書に記載した取消料規定に基づきます。

9

  50%

　　 間違い防止のため、電話による変更・取消はお受けいたしません。

　　 大会期間中の変更・取消・追加については、会場内「名鉄観光大会ツアーデスク」にてお申し付け下さい。

（３）取消日と取消料について

　　①取消日とは、お客様が当社「全中バレー男子宿泊デスク」の営業日・営業時間にお申込みいただいた日とさせていただき、

　　　 営業時間外のご連絡につきましては、翌平日の扱いとさせていただきます。

　　　 全中男子バレー宿泊デスク営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時００分（土・日・祝日休業）

     ※連泊でのお申込みは募集型企画旅行の１契約となります。取消日の基準は初泊から起算し総額に対して取消料が発生いたします。

　　 にてお送り下さい。（ご入金後の場合は、返金口座の情報もご入力下さい。）

旅行代金の 100%

取消料

旅行代金の   20%

旅行開始日当日の解除

無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の

旅行開始日の前日から起算して４日目にあたる日までの解除

8

（１）申込締切日（８月１２日（金）正午１２時）前の変更・取消・追加について

　　②お客様の都合により予約の変更・取消をする場合は、以下の取消料を申し受けます。

　　 ■宿泊（募集型企画旅行契約）

取消日

変更・取消について
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承認

営業時間：平日９時３０分～１７時００分（土・日・祝日は休業）　　

「第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会男子宿泊デスク」　担当：大竹　庸介・髙橋　凪紗・伊藤　彰徳　

総合旅行業取扱管理者：宗像　宏之

総合旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引責任者です。この旅行契約に関し、担当者

からの説明に不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業取扱管理者にお尋ね下さい。

ご旅行条件書（募集型企画旅行契約）は専用ＷＥＢシステムからお申し込みいただく際に、ご確認いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ・お申込み先（全中バレー男子宿泊デスク連絡先）

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第５５号・（一社）日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員

名鉄観光サービス株式会社 秋田支店　

e-mail： zenchu2022.vb-akita@mwt.co.jp

〒010-0921 秋田県秋田市大町3丁目5-1　秋田大町ビル2階

ＴＥＬ：０１８-８２４-３３０１　　ＦＡＸ：０１８-８２４-３３０４

10

競技会場・宿泊施設案内図（広域図）

※大会期間中の緊急連絡先は、配宿通知と共にお知らせ致します。

東北2022-20120

この旅行代金は令和4年6月8日を現在の運賃・料金を基準としております。
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1 9 Ａ

2 10 Ｂ

3 11 Ｃ

4 12 Ｄ

5 E

6 F

7 G

8 H

ホテルルートイン秋田土崎

クォードインyokote

ユーランドホテル八橋（Eクラス））

横手セントラルホテル

ユフォーレ（Dクラス）

湯沢ロイヤルホテル

ダイワロイネットホテル秋田（Aクラス） はーとぽーと大内　ぽぽろっこ（Dクラス） ドーミーイン秋田

アルバートホテル秋田（Bクラス） 西仙北ぬく森温泉ユメリア（Dクラス）

秋田キャッスルホテル（Sクラス）

協働大町ビルおおまち荘（Dクラス） ホテルルートイン横手インター

　地図番号一覧表　1～12.大会参加者用／Ａ～H.一般応援者・保護者用／

秋田温泉さとみ（Cクラス）

競技会場までのアクセス

競技会場・宿泊施設案内図（拡大図）

ホテルなにわ（Cクラス） 大原旅館（Dクラス） ホテルルートイン大曲駅前

トレーニングセンター（Eクラス） コンフォートホテル秋田

＊CNAアリーナ★あきた

【路線バス】秋田駅(西口)より約20分、県立プール線および臨海営業所線(2番線)に乗車・市立体育館前で下車・徒歩1分

【タクシー】秋田駅（西口）から約１０分（１,０００円程度）

競技会場の駐車場には台数制限がございます。（1チーム５台まで）
＊大会参加者・一般応援者・保護者が利用できる一般車駐車場は台数制限がございます。

制限台数を超える場合は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

（実行委員会で事前確保はしませんので、ご了承下さい。）

＊貸切バスも駐車台数に限りがございます。制限台数を超える場合は近隣の駐車場へ回送をお願いいたします。

10



（３）最少催行人員：１名様より催行いたします。

（４）添乗員：同行いたしません。

　この度は、第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会のご出場、誠におめでとうございます。本大会開催にあたり、弊社

（株）日本旅行東北秋田支店にて、皆さまの宿泊施設・弁当等の手配・申込受付を担当させていただくことになりました。

つきましては、申込要項として下記の通りご案内させていただきますので、ご査収の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

　　 認められた者とします。

1 基本方針

　第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会の宿泊・昼食弁当の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めます。

（１）宿泊・弁当等の取扱いにつきましては、全国中学校体育大会秋田県大会実行委員会（以下「実行委員会」という）の

　 　基本方針に従って実施します。

（２）この要項の適用対象者（以下「大会参加者」という）は、第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会に参加する選手・

　　 監督・コーチ・引率教員・応援生徒・役員（視察員も含む）とします。選手・監督・コーチについては、大会要項により正規に

出発日 出発地（ご自宅）…（各自移動※）…各宿泊施設（泊） 朝× 昼× 夕〇

帰着日 各宿泊施設…（各自移動※）…帰着地（ご自宅）

（３）大会参加者の宿泊施設は指定宿舎とします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定宿舎以外の

　　 宿泊施設を利用の場合、緊急時通達ができず、また必要書類の受け渡しができないことが予想されます。尚、指定した

　　 宿舎の変更は原則として認めません。

　　 （変更によって生じた紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者がその責任を負うことになります。）

（４）宿泊・昼食弁当に関しては、実行委員会が指定した（株）日本旅行東北秋田支店（以下「全中バレー女子宿泊デスク」）

　　 が担当します。必ず全中バレー女子宿泊デスクを通じて申込を行って下さい。

朝○ 昼× 夕×

宿泊は１泊２食付のみ

（５）宿泊中の選手等に風紀上、悪影響が及ばないように教育的配慮をします。

　　 令和４年８月１７日（水）～８月２２日（月）の６日間（大会前々日、前日と閉会後の宿泊を含みます）

　　 ※大会期間は８月１９日（金）～８月２２日（月）です。

　　 ※但し、災害等特別な事由が生じた場合は、別途考慮します。

　　 設定日以外の宿泊をご希望の場合は、「全中バレー女子宿泊デスク」までお問合せ下さい。

3 宿泊について　宿泊は㈱日本旅行東北が企画・実施する「募集型企画旅行」となります。

（１）宿泊設定日：令和４年８月１７日（水）～８月２２日（月）　６泊　

…各宿泊施設…（各自移動）…各宿泊施設（泊）

2 取扱期間

（２）旅程表：

※一般応援者・保護者は
1泊朝食付きのみ

朝○ 昼× 夕〇

令和４年度全国中学校体育大会 第５２回全日本中学校バレーボール選手権大会

宿泊・昼食弁当 申込要項（女子）
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（８）一般応援者・保護者の宿泊について

　　　 ※申込時に宿泊施設を選択して予約確定・お支払いができます。確保室数に達したら終了となります。

９，０００円 ８，０００円

夕食欠食を希望された場合は、上記旅行代金から一律１,０００円引きとします。

朝食欠食の控除はありません。

　　②配宿は選手・監督・コーチ・引率教員を優先します。

　　③配宿の結果は８月１５日（月）１５：００以降の通知を予定しております。

　　④やむを得ない事情により、設定以外の宿泊施設に配宿させていただく場合があります。あらかじめご了承下さい。

https://va.apollon.nta.co.jp/volley52/
　　　 アクセスしてお申込みください。（旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）

　　　希望以外の宿泊クラスの宿泊施設に配宿となる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

　　③「保護者専用宿泊申込サイト」の宿泊申込締切は８月１２日（金）１２時００分までとします。

　　④申込後の変更・取消をする場合は、所定の取消料を申し受けます。（「8.変更・取消について」をご確認下さい。）

　　　 ※お支払いはクレジットカード決済（通信決済）のみとなります。ご了承の上、お申し込み下さい。

（５）旅行代金（＝宿泊代金）：お一人様あたり／税金・サービス料込

　　③宿泊施設により、複数チームが宿泊する場合があります。食事等は時間交代制となる場合があります。ご了承下さい。

　　④チェックインは１５：００以降、チェックアウトは１０：００までを原則とします。それ以前・以後のご利用は追加費用がかかる

　　    （消臭対応となる場合がございます。）

（７）配宿について

　　①配宿は実行委員会と協議の上行います。希望する宿泊クラスの宿泊施設の収容人員が満室に達した場合は、

（６）宿泊条件

　　①宿泊施設および客室タイプを指定してのお申込はできません。希望の宿泊クラス（S～E）にてお申込み下さい。

　　　 ※宿泊クラスは必ず第３希望までご選択下さい。

　　②お部屋タイプは洋室（シングル・ツイン・トリプル定員利用）または和室・和洋室（定員利用）となります。

　　　 ※基本的に客室の定員数内での配宿を行います。「１人１ベット利用」かつ「１人２畳以上の確保」を基準に

　　　　  お部屋を用意させていただきます。　

EクラスＡクラス宿泊クラス Ｓクラス Ｂクラス Ｃクラス Ｄクラス

旅行代金
（１泊２食）

欠食控除（夕食）

欠食控除（朝食）

 貸切バスの駐車場をご希望の方は別途お問い合わせください。数に限りがございますので予めご了承ください。

１３，０００円 １２，０００円 １１，０００円 １０，０００円

　　 本大会が安全に運営されるために、大会参加者ができ得る限り接触の機会を減らし、競技会場へのアクセスや食事等を

　　考慮して設定した条件の良い宿泊施設に多くの大会参加者が宿泊していただくため、一般応援者・保護者（小児含む）

　　は別の宿泊施設に分かれてご宿泊いただきますよう、お願いします。

　　①大会参加者とは別に一般応援者・保護者用の宿泊施設をご用意しています。

　　　 ※本大会出場が決定する前の事前確保はご遠慮下さい。

　　　 （別ページの【宿泊施設一覧（一般応援者・保護者用）】にてご確認下さい。）

　　②「保護者専用宿泊申込サイト」からお申込みいただけます。下記ＵＲＬから

　　　 場合がございます。

　　⑤駐車場のご利用条件（料金等）は宿泊施設によって異なります。近隣のコインパーキングや有料駐車場をご利用いただく

　　　 場合もございます。宿泊施設決定後に各施設へ直接お問い合わせください。

　　⑥空室状況によっては、禁煙ルーム以外のお部屋が割り当てになる場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

　　 宿泊施設については、次ページの【宿泊施設一覧（大会参加者用）】の通りとします。
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約60km（車で６０分）

約40km（車で５０分）

約40km（車で５０分）

約15km（車で２０分）

約35km（車で５０分）

約2.5km（車で７分）

約40km（車で５０分）

約2km（車で５分）

約2km（車で５分）

約60km（車で６０分）

※１ 食事会場の表記は下記の通りです。（感染状況等により変更となる場合があります。ご了承下さい。）

      個室宴会場／チームのみでご利用できる宴会場　　専用宴会場／本大会出場校のみが利用できる宴会場（他校とは共用）

　　　 レストラン／ホテル内レストラン（宿泊客全員が共用・座席数によっては時間ごとに入替制となります）

　　　食事内容や食事会場、朝食時間は感染状況や宿泊施設側の事情等により、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

リバーサイドホテル大曲
JR大曲駅（西口）より徒歩5分

本荘グランドホテル
JR羽後本荘駅より徒歩15分

シングル・ツイン

レストラン
セットメニュー等

バスあり
トイレあり

レストラン
セットメニュー

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

約40km（車で５０分）

約40km（車で５０分）

レストラン
バイキング

レストラン
バイキング

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

レストラン
セットメニュー

約2km（車で５分）

約2km（車で５分）

約60km（車で６０分）

約60km（車で６０分）

大仙
⑨

秋田
⑩

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

本荘
⑧

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

本荘
⑫

レストラン
セットメニュー

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

レストラン
セットメニュー

専用宴会場
セットメニュー

秋田
①

本荘
⑦

シングル・ツイン
トリプル・和室

７：００～
レストラン

セットメニュー

ホテルアルファイン秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩25分

客室設備
※２

バスあり
トイレあり

夕食
（会場・内容等）

※１

専用宴会場
セットメニュー等

個室宴会場
セットメニュー

専用宴会場
バイキング

バスあり
トイレあり

バスあり
トイレあり

秋田
⑥

７：００～
レストラン

セットメニュー

レストラン
セットメニュー

本荘
⑤

フォレスタ鳥海（無料送迎あり）
由利高原鉄道 矢島駅より車で20分

JR横堀駅より車で45分

シングル
ツイン・トリプル

シングル
ツイン・和室

シングル
ツイン・トリプル

シングル・ツイン

朝食開始時間
朝食会場
メニュー

６：００～
専用宴会場

セットメニュー等

７：００～
レストラン
バイキング

７：００～
専用宴会場
バイキング

７：００～
レストラン
バイキング

６：３０～
レストラン
バイキング

お部屋
タイプ

シングル
ツイン・トリプル

本荘
③

S

A

B

C

D

E

本荘
④

本荘
⑫

大仙
⑮

秋田
②

大仙
⑭

大仙
⑬

宿泊施設一覧（大会参加者用／選手・監督・コーチ・引率教員・応援生徒）　

各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図」でご確認下さい。

ク
ラ
ス

宿泊地
会場までのアクセス※３

ナイスアリーナ

ホテルルートイン由利本荘
JR羽後本荘駅より車で8分

大曲エンパイヤホテル
JR大曲駅（西口）より徒歩10分

ホテルパールシティ秋田川反
JR秋田駅（西口）より徒歩20分

宿泊施設名
（下段は交通アクセス）

ホテルメトロポリタン秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩1分

ANAクラウンプラザホテル
JR秋田駅（西口）より徒歩2分

ホテルエクセルキクスイ
JR仁賀保駅より徒歩10分

ホテルアイリス
JR羽後本荘駅より徒歩20分

シングル・ツイン

６：００～
レストラン

セットメニュー

６：３０～
レストラン

セットメニュー

６：３０～
レストラン

セットメニュー

※３ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）

Tabist ホテル富士
JR大曲駅（西口）より徒歩2分

シングル・和室

シングル・ツイン

シングル

シングル

和室

本荘ステーションホテル（本館）
JR羽後本荘駅より徒歩1分

本荘ステーションホテル（別館）
JR羽後本荘駅より徒歩1分

グリーンホテル大曲
JR大曲駅（西口）より徒歩3分

６：４５～
レストラン
バイキング

６：４５～
レストラン

セットメニュー

６：３０～
レストラン
バイキング

６：００～
レストラン
バイキング

６：３０～
レストラン
バイキング

６：３０～
レストラン
バイキング

シングル・ツイン

シングル・ツイン
和室

シングル・ツイン
トリプル・和室

※２　客室にバス、トイレがない施設の場合、共同トイレ、共同浴場のご利用になります。

秋田
⑪

ホテルパールシティ秋田竿灯大通り
JR秋田駅（西口）より徒歩20分
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約40km（車で５０分）

約40km（車で５０分）

宿泊地
宿泊施設名

（下段は交通アクセス）
お部屋
タイプ

朝食開始
時間

会場までのアクセス※２
ナイスアリーナ

大仙
D

ホテルルートイン大曲駅前
JR大曲駅（西口）より徒歩3分

シングル・ツイン 　９，５００円 ６：４５～

約40km（車で５０分）

約60km（車で６０分）

秋田
B

ドーミーイン秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩５分

シングル 　１５，０００円

　　　　　場合は、受取時間は柔軟に対応させていただきます。

　　④時節柄、お弁当が傷みやすくなっています。お受け取り後はお早めにお召し上がり下さい。

　　⑤お弁当の空き容器の回収を行います。１５時までにお持ちください。

　　　 ※食中毒防止のため、受け取りに来られないお弁当は１４時をもって廃棄させていただきます。

６：１５～

秋田
C

ホテルルートイン秋田土崎
JR秋田駅（西口）より車で20分

シングル・ツイン

秋田
A

コンフォートホテル秋田
JR秋田駅（西口）より徒歩2分

シングル 　１２，０００円 ６：３０～

（３）その他

横手
F

ホテルルートイン横手インター
JR横手駅（西口）より車で5分

　　　 また、小学生も同料金となります。（未就学児の料金はお問い合わせください。）

　１０，０００円 ６：１５～

　　①宿泊申込時に、お申込み下さい。（当日の弁当申込受付や販売はお受けできません。）

横手
G

６：１５～

※２ 宿泊施設から競技会場までの所要時間は車で移動した場合の目安です。（交通状況により変わる場合があります）

※１ 旅行代金（宿泊代金）は１泊朝食付お一人様あたり／税金・サービス料込となります。

      朝食欠食による控除はありません。また、小学生の添い寝は認められません。

　　③弁当の引換えは、原則１１時００分～１３時３０分の間に、会場内の弁当引換所にてお渡しします。引換券はありません。

シングル・ツイン 　１０，０００円

シングル
ツイン・トリプル

６：３０～

　１１，０００円

　１０，０００円

クォードインyokote
JR横手駅（西口）より車で5分

シングル

湯沢
H

　　②弁当代金のお支払い等については、旅行（宿泊）代金と同様の取り扱いとなります。

　　　 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会場に滞在できる時間が制限され、上記の時間に受け取りが難しい

4 昼食弁当について　昼食弁当は旅行契約に該当しません。付帯サービスとしてお申込を承ります。

（１）取扱期間：令和４年８月１９日（金）～８月２２日（月）　４日間

（２）弁当代金：一食９００円税込（パック茶付・税込）

約70km（車で８０分）

約70km（車で８０分）

約60km（車で６０分）

約80km（車で９０分）

宿泊施設一覧（一般応援者・保護者（小児含む）用）

シングル
ツイン・トリプル

６：００～　１４，０００円

湯沢ロイヤルホテル
JR湯沢駅（東口）より徒歩5分

横手セントラルホテル
JR横手駅（東口）より徒歩15分

６：００～

各ホテルの位置は別ページの「競技会場・宿泊施設案内図」でご確認下さい。

旅行代金※１

（１泊朝食付）

横手
E
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名古屋
（中部国際空港）

ANA1654

JAL2174

羽田空港（０７：４５）＞＞＞秋田空港（０８：５０）

羽田空港（０９：４５）＞＞＞秋田空港（１０：５０）

大阪
（伊丹空港）

伊丹空港（０８：００）＞＞＞秋田空港（０９：２５）

伊丹空港（１０：５０）＞＞＞秋田空港（１２：２０）

伊丹空港（１３：３０）＞＞＞秋田空港（１４：４５）

伊丹空港（１６：５０）＞＞＞秋田空港（１８：１０）

伊丹空港（１９：２５）＞＞＞秋田空港（２０：５５）

〇JRについて

〇航空スケジュールについて

　秋田駅まで秋田新幹線(こまち号)での移動も可能です。例として、東京駅～秋田駅までの所要時間は約4時間です。

秋田空港（０７：３０）＞＞＞羽田空港（０８：３５）

秋田空港（０８：４５）＞＞＞羽田空港（０９：５５）

秋田空港（０９：３０）＞＞＞羽田空港（１０：４０）

秋田空港（１１：３０）＞＞＞羽田空港（１２：４０）

秋田空港（１２：２５）＞＞＞羽田空港（１３：３５）

秋田空港（１６：０５）＞＞＞羽田空港（１７：１５）

秋田空港（１６：５０）＞＞＞羽田空港（１８：００）

秋田空港（２０：０５）＞＞＞羽田空港（２１：１５）

秋田空港（０９：４０）＞＞＞伊丹空港（１１：０５）

秋田空港（１２：５０）＞＞＞伊丹空港（１４：２５）

復路

便名 利用内容

ANA402

JAL162

ANA404

ANA406

JAL164

ANA408

秋田空港（０９：５５）＞＞＞新千歳空港（１１：００）

秋田空港（１１：３０）＞＞＞新千歳空港（１２：３０）

秋田空港（１５：０５）＞＞＞新千歳空港（１６：１０）

秋田空港（２０：１５）＞＞＞新千歳空港（２１：１０）

ANA401

ANA403

JAL163

ANA405

JAL165

ANA407

JAL167

ANA409

JAL2171

秋田空港（２０：４０）＞＞＞羽田空港（２１：５０）

秋田空港（０８：００）＞＞＞伊丹空港（０９：３５）

中部国際空港（１０：００）＞＞＞秋田空港（１１：２０）

中部国際空港（１５：４５）＞＞＞秋田空港（１７：０５）

秋田空港（１８：４５）＞＞＞伊丹空港（２０：１５）

秋田空港（１１：５０）＞＞＞中部国際空港（１３：１５）

秋田空港（１７：３５）＞＞＞中部国際空港（１９：００）

JAL2172

JAL2828

新千歳空港（１０：０５）＞＞＞秋田空港（１１：００）

新千歳空港（１３：３５）＞＞＞秋田空港（１４：３５）

秋田空港（１５：２０）＞＞＞伊丹空港（１６：４５）

秋田空港（１８：１５）＞＞＞伊丹空港（１９：５５）

羽田空港（１８：１５）＞＞＞秋田空港（１９：２０） JAL166

航空スケジュール・JRのご案内        ※お手配は承っておりませんのでご了承くださいませ。

　秋田空港発着の便は下記ご参照ください。※下記は2022年5月現在の運行予定のため、変更になる場合がございます。

ANA1651

ANA1653

JAL2173

JAL2179

伊丹空港（０７：４５）＞＞＞秋田空港（０９：０５） ANA1652

往路

便名 利用内容

JAL161 羽田空港（０７：００）＞＞＞秋田空港（０８：０５）

羽田空港（１０：３５）＞＞＞秋田空港（１１：４５）

羽田空港（１４：１５）＞＞＞秋田空港（１５：２０）

羽田空港（１４：５５）＞＞＞秋田空港（１６：００）

羽田空港（１８：５５）＞＞＞秋田空港（２０：００）

羽田空港（２０：１５）＞＞＞秋田空港（２１：２０）

ANA410

JAL168

北海道
（新千歳空港）

ANA1655

ANA1837

ANA1839

JAL2821

ANA1832

ANA1834

JAL2827

発着空港

東京
（羽田空港）

　　　　ありますので、ご了承下さい。

（１）現地における貸切バスの手配を希望されるチームは、別途承ります。

6 貸切バスについて　貸切バスは㈱日本旅行東北が企画・実施する「受注型企画旅行」となります。

（２）取扱期間：令和４年８月１７日（水）～８月２３日（火）　７日間　※１日単位でお申込みいただけます。

（３）申込方法は、「大会参加者専用宿泊申込サイト」にて宿泊申込をする際に、貸切バス申込欄に必要事項を選択・入力を

　　 企画旅行契約を行います。

　　 お願いします。「全中バレー女子宿泊デスク」バス担当者から連絡をさせていただき、利用内容や時間等の詳細をお伺いします。

　　 ※以下の通り目安の貸切バス代を参考として記載しておりますが、実際の利用内容・時間等によっては変更となる場合が

（４）申込受領・希望内容を確認して、手配が完了してから「受注型企画旅行条件書」をメールで送らせていただき、受注型

5

ANA1656

新千歳空港（１６：４５）＞＞＞秋田空港（１７：４５）

新千歳空港（１８：４５）＞＞＞秋田空港（１９：４０）

JAL2176

ANA1838

ANA1840

　※約1時間に1本、全席指定席の運行になります。

ANA1831

JAL2822

ANA1833
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＜参考料金＞想定される利用内容の貸切バス代　代金は１台あたり・税込となります。

利用日

　　②ＰＣだけでなく、スマートフォンやタブレットからもお申込みが可能です。

　　③お申込み時にご登録いただくメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。

利用内容（一例となりますので、詳細の行程はご相談ください）

８月２２日（月）

（５）利用予定バス会社：秋田中央交通または羽後交通など（大型バス・ワンマン）

143,000円

片道当り55,000円

7 お申込み方法について

秋田空港/秋田駅～（練習会場等）～宿泊施設 ８時間 121,000円

宿泊施設～競技会場～宿泊施設【競技会場待機なし・送迎のみ】 １時間

　　　 （配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）

　　④専用ＷＥＢシステムは、令和４年７月２５日（月）９時３０分から公開し、受付を開始いたします。

宿泊施設～競技会場～宿泊施設　【競技会場待機あり】 １０時間

に専用ＷＥＢシステム上にてお申込み下さい。

※各ブロックの代表校決定日から配宿決定通知日までの期間が短いため、出場校決定校様には短期間での申込手続

　 （２ページの「３.宿泊について／（８）一般応援者・保護者の宿泊について」をご確認下さい。

８月２３日（火） 宿泊施設～秋田空港/秋田駅直行

宿泊施設～競技会場～秋田空港/秋田駅

https://va.apollon.nta.co.jp/jhs52volley/

　 をお願いすることとなり、ご無理を申し上げますが、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。

１時間 55,000円

１０時間 143,000円

※有料道路代および駐車料金は含まれておりません。

※秋田市内および近郊に車庫があるバス会社のため、乗務員宿泊はありません。ドライバーは日ごとに代わる予定です。

※一般応援者・保護者用の宿泊申込は別の「保護者専用宿泊申込サイト」からお申込み下さい。

（１）本大会の出場が決定次第、速やかに所定の「大会参加者専用宿泊申込サイト（以下、専用ＷＥＢシステム）にてお申込み

　　 下さい。今年度はブロック予選日程から秋田へお越しになる移動日までの期間が短いため、確実にお申込みが確認できる

　　 専用ＷＥＢシステムのみでのお申込みとさせていただきます。（申込書のメールまたはＦＡＸでの申込はありません。）

（２）申込締切日

令和４年８月１２日（金）正午１２時まで

８月１８日（木）

８月１９日（金）
８月２０日（土）
８月２１日（日）

　　 （旅行条件等は必ずご確認の上、お申込み下さい）　

※上記金額は参考料金となります。利用時間や走行距離によって料金が異なりますので詳細はお問い合わせください。

　　①専用ＷＥＢシステムには下記ＵＲＬからアクセスしてお申込みください。

８時間 121,000円８月１７日（水） 秋田空港/秋田駅～（練習会場等）～宿泊施設

利用時間 貸切バス代金※参考料金

（大型バス・ワンマン）
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■申込締切　令和４年８月１２日（金）１２時００分まで　※空室が無くなり次第、締切日を前に受付を終了する場合があります。

■配宿通知　通知はありません。申込時に空室を確認しながら予約を確定させることができます。

■支払方法　予約確定時にあわせてクレジットカードの通信決済を行って下さい。（決済方法はクレジットカードのみとなります）

■領収書　　必要な方は保護者専用宿泊申込サイトのトップページから「領収書発行依頼書」をダウンロードしてご依頼下さい。

一般応援者・保護者（小児含む）の予約申込の流れ

■申込方法　保護者専用宿泊申込サイトからお申込みください。（WEB上でホテルの空室状況を確認して予約確定ができます）

　　 専用ＷＥＢシステムから操作が可能ですので、再ログインしてご自身で行って下さい。（追加も操作が可能です。）

＊各種情報をご登録いただき、宿泊や弁当等のお申込み内容を入力下さい。

② 各種情報・申込内容
　　の登録完了
 ８月１２日（金）正午まで
 にお願いします。

　 ご登録いただいたメールアドレスに申込完了通知メールが自動配信されます。

＊予約内容入力後、確認画面にて申込内容をご確認の上、「申し込む」を押していただくと、

　（名簿データはトップ画面からダウンロードして必要事項を入力してからアップロードして下さい。）

（３）予約申込みの流れ

① 新規申込み
７月２５日（月）９：３０から

＊上記ＵＲＬからアクセスし、「新規申込みはこちら」からお申込みをお願いします。

＊登録するＩＤとパスワードは、変更や取消をする際のログインに必要です。必ずお控え下さい。

＊参加者名簿データ（Ｅｘｃｅｌ）のアップロードも忘れずにお願いします。

③ 配宿決定通知
 ８月１５日（月）１５：００以
降の通知を予定しています

＊ご登録のメールアドレスに配宿完了通知が届きましたら、再ログインして下さい。

 　「お申込内容確認書（ＰＤＦ）」から配宿結果およびお支払金額・振込先をご確認いただけます。

   ※お支払金額の詳細は、「明細（項目別表記）」をダウンロードしていただくと確認いただけます。

＊ご入金後に変更・取消等の事由により返金が生じた場合、大会終了後、ご指定の口座に振込

   必要事項および口座情報等を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。

＊登録するメールアドレスは、お盆休み期間の閉校日でも連絡が取れるアドレスをご登録下さい。

　（配宿決定の通知や必要な書類・データ等はメールを送らせていただくことになります。）

＊「お申込み内容確認書」に記載した金額を弊社指定口座へお振込み下さい。

　 振込手数料はお客様負担となりますことをご了承下さい。

　　 間違い防止のため、電話による変更・取消はお受けいたしません。

　　 大会期間中の変更・取消・追加については、会場内「日本旅行東北大会ツアーデスク」にてお申し付け下さい。

⑤ 領収書・返金
 大会終了後の手続きと
 なります

＊領収書が必要な方は、再ログインしていただき、トップ画面から「領収書発行依頼書」をダウン

　 ロードしていただき、必要事項を入力の上、メールまたはＦＡＸにてお送り下さい。

④ お支払い
 ８月１７日（水）までに
 お願いします。

　　 ＦＡＸにてお送り下さい。（ご入金後の場合は、返金口座の情報もご入力下さい。）

　 にてご返金いたします。トップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、

8

（１）申込締切日（８月１２日（金）正午１２時）前の変更・取消・追加について

（２）申込締切日後の変更・取消・追加について

　　 専用ＷＥＢシステムのトップ画面から「変更・取消・追加連絡書」をダウンロードしていただき、必要事項を入力の上、メール

　 トップ画面の「ホテル資料」からホテル詳細資料や地図等をダウンロードできます。

変更・取消について

【振込先】秋田銀行 本店営業部 普通 500764

㈱日本旅行東北 秋田支店
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承認番号　東北22-05

お問い合わせ・お申込み先（全中バレー女子宿泊デスク連絡先）

　 旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配および受領のための手続きに利用させていただくほか、必要の

　 範囲内で当該機関等に提供いたします。上記の目的以外で本人の了承なく個人情報を第三者に開示することはありません。

     ※８月１９日（金）以降の弁当個数の変更・取消等は会場内の「日本旅行東北ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。

　　 ■貸切バス（受注型企画旅行契約）　

     　手配内容の変更は、全中バレー女子宿泊デスクまたは会場内の「日本旅行東北ツアーデスク」まで必ずご連絡下さい。

     　お申込後の取消は、受注型企画旅行契約時に交付した旅行条件書に記載した取消料規定に基づきます。

取消料

e-mail： akita_net@nta.co.jp

「第５２回全国中学校バレーボール選手権大会女子宿泊デスク」　担当：三浦　幸英・佐藤　拓望・熊井　彩央里　

総合旅行業取扱管理者：吾妻　伸二

総合旅行業取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店での取引責任者です。この旅行契約に関し、担当者

からの説明に不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業取扱管理者にお尋ね下さい。

ご旅行条件書（募集型企画旅行契約）は専用ＷＥＢシステムからお申し込みいただく際に、ご確認いただきますようお願いいたします。

※大会期間中の緊急連絡先は、配宿通知と共にお知らせ致します。

〒010-0951 秋田県秋田市山王2丁目1-54　三交ビル３階

ＴＥＬ：０１８-８６６-０１１２　　ＦＡＸ：０１８-８６６-０１００

営業時間：平日９時３０分～１７時００分（土・日・祝日は休業）　　

【旅行企画・実施】 観光庁長官登録旅行業第1890号・（一社）日本旅行業協会正会員・旅行業公正取引協議会会員

株式会社日本旅行東北 秋田支店　

　　当社は申込書等に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お申込みいただいた

弁当受取日の前日１４時までの解除 無  料

弁当受取日の前日１４時以降の解除

　 当社の個人情報の取扱いに関する方針については、ホームページにてご確認下さい。 https://www.nta.co.jp/tohoku/

個人情報の取扱いについて9

  50%

旅行代金の 100%

10

弁当代金の   100%

　　 ■弁当（旅行契約には該当しません）　

取消日 取消料

       ２泊目以降にお取消のお申し出をいただいた場合、旅行開始後となりますのでご返金はございません。

旅行開始日の前日から起算して３日目から前日までの解除

     ※連泊でのお申込みは募集型企画旅行の１契約となります。取消日の基準は初泊から起算し総額に対して取消料が発生いたします。

（３）取消日と取消料について

　　①取消日とは、お客様が当社「全中バレー女子宿泊デスク」の営業日・営業時間にお申込みいただいた日とさせていただき、

　　　 営業時間外のご連絡につきましては、翌平日の扱いとさせていただきます。

旅行代金の   20%

旅行開始日当日の解除

無連絡不参加及び旅行開始後

旅行代金の

　　②お客様の都合により予約の変更・取消をする場合は、以下の取消料を申し受けます。

　　 ■宿泊（募集型企画旅行契約）

取消日

無  料旅行開始日の前日から起算して４日目にあたる日までの解除

　　　 全中女子バレー宿泊デスク営業時間：平日（月～金）９時３０分～１７時００分（土・日・祝日休業）

8

mailto:akita_net@nta.co.jp
https://www.nta.co.jp/tohoku/


競技会場・宿泊施設案内図（広域図）

競技会場までのアクセス

＊ナイスアリーナ
【路線バス】羽後本荘駅より約20分、市内線（西回り）→ナイスアリーナ下車

市内線（東回り）→新山小学校入口下車

【タクシー】羽後本荘駅から約１０分（１,０００円程度）

競技会場の駐車場には台数制限がございます。（1チーム５台まで）
＊大会参加者・一般応援者・保護者が利用できる一般車駐車場は台数制限がございます。

制限台数を超える場合は近隣の有料駐車場をご利用下さい。

（実行委員会で事前確保はしませんので、ご了承下さい。）

＊貸切バスも駐車台数に限りがございます。制限台数を超える場合は近隣の駐車場へ回送をお願いいたします。

9



競技会場・宿泊施設案内図（由利本荘市内拡大図）
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1 9 Ａ

2 10 Ｂ

3 11 Ｃ

4 12 Ｄ

5 13 E

6 14 F

7 15 G

8 16 H

ホテルパールシティ秋田竿灯通り（Cクラス） ホテルルートイン秋田土崎

フォレスタ鳥海（Aクラス）

　地図番号一覧表　1～15.大会参加者用／Ａ～H.一般応援者・保護者用

コンフォートホテル秋田大曲エンパイヤホテル（Bクラス）

ホテルルートイン由利本荘（Bクラス） 湯沢ロイヤルホテル

ホテルエクセルキクスイ（Aクラス）

ホテルアルファイン秋田（Bクラス） リバーサイドホテル大曲（Eクラス）

ANAクラウンプラザホテル秋田（Sクラス） ホテルパールシティ秋田川反（Cクラス） ドーミーイン秋田

競技会場・宿泊施設案内図（秋田市内拡大図）

ホテルメトロポリタン秋田（Sクラス）

本荘グランドホテル（Bクラス） Tabist ホテル富士（Eクラス） クォードインyokote

本荘ステーションホテル本館/別館（Dクラス） ホテルルートイン大曲駅前

ホテルアイリス（Aクラス） グリーンホテル大曲（Eクラス）

ホテルルートイン横手インター

横手セントラルホテル
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事 務 連 絡

令和４年６月１４日

全国中学校体育大会出場校

学 校 長 各位

運動部顧問各位

（公財）日本中学校体育連盟

会長 平 井 邦 明

（ 公 印 省 略 ）

全国中学校体育大会における指定宿泊制度について（お願い）

日頃より本連盟の諸活動にご理解とご支援を賜り感謝申し上げます。

この度は、令和４年度の全国中学校体育大会出場決定、おめでとうございます。この日までの

熱心なご指導と生徒たちの懸命な努力が見事に実ったことに、心よりお慶び申し上げます。

全国中学校体育大会当日までのご準備と体調管理、特に新型コロナウイルス感染にご注意いた

だき、実力を十分に発揮されることをお祈りいたします。

さて、本連盟においては平成２２年度の全国中学校体育大会より、出場選手、引率者及び監督

の宿泊では、適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保するために「指定宿泊制度」を

導入しております。その主な理由は下記に示すとおりです。

本連盟としては様々な条件の中で、一定の宿泊環境を数多く確保するために、大会数年前から

本連盟の特別賛助会員である旅行業者５社と契約し、宿舎確保に努めております。また、旅行業

者には指定宿泊に対する事前指導や安全確認等も行ってもらっております。特に危機管理対応が

求められる事態となった場合、全選手の宿泊先を把握しておくことも重要なことと考え、当制度

を導入しております。

個々の学校の立場からは、試合会場との距離、宿舎の施設等で希望どおりにはならないことも

あるかと思いますが、様々な宿舎環境の全国各地で開催する大会であること、全ての参加者が公

平な宿舎確保となること、そして学校教育の一環としての活動であり、定められたルールの中で

参加することをご理解いただき、指定宿泊制度の遵守をお願いいたします。

記

１ 指定宿泊とする主な理由

①適切な危機管理対応の確保

②緊急連絡・指示・連絡等の一本化を図る

③統一料金の確保

④全選手の宿泊先確保

⑤旅行業者間との連携強化

⑥本大会への協賛・協力関係確保

２ 指定宿泊制度遵守を求める根拠

①全国中学校体育大会要項（宿泊に関する箇所）に、次の文が明記されている。

「宿泊については、別紙宿泊要項による。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、大会実行委員会指定の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大会申込用紙にも次の文が明記されている。

「上記の者は、本競技大会の参加申込みに際し、大会要項に記載の内容を確認し同意を

得ています。又、宿泊については、宿泊要項を厳守し申し込みます。」

※この件についてのお問い合わせは、（公財）日本中学校体育連盟事務局にお願いします。

TEL０３－５８４３－１９６１



令和 4 年 7 月１４日 

令和 4 年度全国中学校体育大会、ご参加の皆様方へ 

全国中学校体育大会担当旅行会社 5 社 

 

令和 4 年度全国中学校体育大会 「県民割(ブロック割)」の取扱い適用外について 

 

拝啓 盛夏の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

 さて、まもなく令和 4 年度 全国中学校体育大会が北海道・東北ブロックにて開催されま

す。私共、特別賛助会員の旅行会社 5 社は、コロナ禍の中、大会関係の先生方と連携して、

大会準備作業の大詰めを迎えています。そのような中、「全国旅行支援」の 9 月 1 日開始と

共に、県民割(ブロック割含む)の 7 月 14 日期限を 8 月末(お盆休みは除外)まで延長すると

の発表がありました。しかしながら、県民割(ブロック割含む)は令和 4 年度全国中学校体育

大会においては、北海道・東北の 1 道 6 県在住の選手団しか対象にならない事、又、お盆休

暇を挟む種目は対象外である事等、不公平な事象が発生する可能性が高くなっています。つ

きましては、令和 4 年度の全国中学校体育大会においては、全種目において引率先生、コー

チ等の指導者、並びに選手団の輸送・宿泊・食事お手配等については、混乱を回避するため

に「県民割(ブロック割)」の適用対象外とさせて頂きたくお願いする所存でございます。 

 具体的な適用対象外とせざるを得ない理由等を下記に明記致しました。併せてご確認頂

き、ご容赦頂きますことをお願い申し上げます。 

 令和 4 年度全国中学校体育大会の成功と、全国中学校体育連盟様のますますのご発展を

お祈りいたしますとともに、今後ともご愛顧を賜りますようにお願い申し上げます。 

敬具 

記 

一、「県民割(ブロック割含む)」の適用対象外となる事由（選手・引率者等） 

① 北海道･東北 6 県在住以外の選手団は対象外であること 

② お盆の対象外日程が、8 月 10 日（水）～21 日（日）前後となる可能性があること 

③ 3 回のワクチン接種証明書、PCR 検査等の陰性証明書等が必要な可能性があること 

④ 観光以外の目的の旅行は対象外となる可能性があること(先生方の業務旅行等) 

二、応援団等の旅行で対象となるもの 

① 応援団等（生徒、保護者、学校やチーム関係者等）の旅行で対象の「県民割(ブロッ

ク割含む)」のルール上、適用と判断され、大会要項に案内された選手・監督等の輸

送・宿泊窓口に申し込まないもの 

以上 

ご不明点等がありましたら、特別賛助会員の旅行会社 5 社に何なりとお声がけください。 

何卒よろしくお願い申し上げます。 


