
参加校責任者の方へ R3.6.10 

 「北信越総体 2021」への出場おめでとうございます。 

 参加申込書および参加に関する書類について説明します。この説明をお読みになり、必要書類を大会

ホームページよりダウンロードし、それぞれの指示に従って申込手続および大会参加の準備をしてくだ

さい。 

 また、【３】その他には、ご来場前にご連絡しておいたほうが良いと思われる内容をお知らせしました。

必ず、出発前にご確認願います。 

 

【１】団体戦参加校へ 

 （１）ダウンロードするファイル 

・『①参加校責任者の方へ』（ＰＤＦファイル） ・・・ 本紙 

・『①-2競技上の注意』（ＰＤＦファイル） ・・・ 必ずご一読ください 

・『②-1団体戦参加申込書』（エクセルファイル） 

・『②-2団体戦チーム写真送付のお願い』（エクセルファイル） 

    ・『④参加校提出書類点検表』（エクセルファイル） 

    ・『⑥感染症拡大防止対策ガイドライン』（ＰＤＦファイル） ・・・ 必ずご一読ください 

 （２）都道府県専門部委員長に提出するもの（提出は各都道府県の提出方法に従ってください） 

    ・プリントアウトし学校長印を押した「団体戦参加申込書」（２部） 

    ・記入済みの「参加校提出書類点検表」 

    ・参加料 45,000円 

    ・『②-1団体戦参加申込書』（入力済みのエクセルファイル） 

 （３）能登町実行委員会へ提出するもの（女子も能登町実行委員会へ提出） 

    ・団体戦選手監督集合写真を貼り付けた『②-2団体戦チーム写真送付のお願い』（エクセルファイル） 

        提出期限：６月１６日（水）まで 

※詳しくは『団体戦チーム写真送付のお願い』（エクセルファイル）をご覧ください。 

 （４）大会当日持参して提出するもの 

 会場入場口 ： ・入場許可証の提示（※詳しくは『⑥感染症拡大防止対策ガイドライン』参照） 

  または 大会当日健康チェックシート（様式３） 

・到着票 公開練習（様式２） 

    競技受付  ： ・到着票 団体戦（様式２） 

 （５）その他 

    ・『①-2競技上の注意』を必ずご一読ください。 

・必要に応じて、『⑦各種変更申請書』、『⑧異装申請書』、『⑨ 2級審判取得報告書』、『⑩ミ

スプリント届』、『⑪ＩＤ忘れ届出用紙』、『⑫控え選手変更申請書』をダウンロードして使用してく

ださい。 

・『⑨ 2 級審判取得報告書』の提出が必要な学校は、各都道府県専門委員長が７月２８日の全

国委員会受付で提出できるように、事前に各都道府県専門委員長と連絡を取って下さい。 

・『⑦各種変更申請書』、『⑧異装申請書』の提出が必要な場合は、急病等による変更を除き、監

督連絡会までに提出してください（詳しくは競技上の注意を参照）。各都道府県専門委員長と連絡

を取り、事前準備をお願いします。 

・選手変更は『②-1団体戦参加申込書』に入力した控え選手からのみ可能です。 

・『⑫控え選手変更申請書』の提出が必要な場合は、7月 21日（水）までに能登町実行委員会に電

子データを提出し、学校長印と各都道府県専門部委員長印を押した紙媒体は、監督連絡会の受

付で提出してください。 



【２】個人戦参加校へ 

 （１）ダウンロードするファイル 

    ・『①参加校責任者の方へ』（ＰＤＦファイル） ・・・ 本紙 

・『①-2競技上の注意』（ＰＤＦファイル） 

・『③個人戦参加申込書』(エクセルファイル) 

    ・『④参加校提出書類点検表』（エクセルファイル） 

    ・『⑥感染症拡大防止対策ガイドライン』（ＰＤＦファイル） 

 

 （２）都道府県専門部委員長に提出するもの（提出は各都道府県の提出方法に従ってください） 

    ・プリントアウトし学校長印を押した「個人戦参加申込書」（２部） 

    ・プリントアウトし学校長印を押した「ベンチ入り指導者申込書」（２部） 

    ・記入済みの「参加校提出書類点検表」 

    ・参加料 9,000円×ペア数 

    ・『③個人戦参加申込書』（入力済みのエクセルファイル） 

 

 （３）大会当日持参して提出するもの 

会場入場口 ： ・入場許可証の提示（※詳しくは『⑥感染症拡大防止対策ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ』（PDF ﾌｧｲﾙ）参照）  

           または 大会当日健康チェックシート（様式３） 

   ・到着票 公開練習（様式２） 

    競技受付  ： ・到着票 個人戦１日目（様式２） 

                 ・到着票 個人戦２日目（様式２） 

 

 （４）その他 

    ・『①-2競技上の注意』を必ずご一読ください。 

・必要に応じて、『⑦各種変更申請書』、『⑧異装申請書』、『⑨ 2級審判取得報告書』、『⑩ミ

スプリント届』、『⑪ＩＤ忘れ届出用紙』をダウンロードして使用してください。 

・『⑨ 2 級審判取得報告書』の提出が必要な学校は、各都道府県専門委員長が７月２８日の全

国委員会受付で提出できるように、事前に各都道府県専門委員長と連絡を取って下さい。 

・『⑦各種変更申請書』、『⑧異装申請書』の提出が必要な場合は、急病等による変更を除き、監

督連絡会までに提出してください（詳しくは競技上の注意を参照）。各都道府県専門委員長と連絡

を取り、事前準備をお願いします。 

・選手変更は『③個人戦参加申込書』に入力した控え選手からのみ可能です。 

・『⑫控え選手変更申請書』の提出が必要な場合は、7月 21日（水）までに能登町実行委員会に電

子データを提出し、学校長印と各都道府県専門部委員長印を押した紙媒体は、監督連絡会の受

付で提出してください。 

 

  



【３】その他 

 （１）各種申請書等の手続に関すること 

     必要に応じて、次の手続をしてください。 

 必要な印 提出場所・時間 

選手変更申請書 （学校長印・専門部委員長印） 全国委員会受付時 

～監督連絡会まで 

監督変更申請書 （学校長印・専門部委員長印） 全国委員会受付時 

～監督連絡会まで 

ベンチ入り指導者変更申請書 （学校長印・専門部委員長印） 全国委員会受付時 

～監督連絡会まで 

異装申請書 （学校長印・専門部委員長印・ 

診断書等証明する書類） 

全国委員会受付時 

～監督連絡会まで 

2級審判取得報告書 （専門部委員長印） 全国委員会受付時 

控え選手変更申請書 

（電子データ） 

 能登町実行委員会 

7/21 まで（電子データ） 

控え選手変更申請書 

（紙媒体） 

（学校長印・専門部委員長印） 監督連絡会受付 

 ※感染症拡大防止のため、入場者を制限します。選手変更は申込時に申請した控え選手から

のみ可能です。 

 

 （２）会議に関すること 

   監督連絡会  ※団体戦の監督１名のみ出席となります。 

 男子（能登町） 女子（七尾市） 

会場 
能登町役場 

大集会場里山ホール 

七尾市田鶴浜地区コミュニティセ

ンター ホール 

日時 ７月 28日(水)14:30～ ８月 1日(日)14:30～ 

 

 （３）開会式に関すること 

    新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、予定していた開会式は行わず、団体戦１回戦整

列時に開始式を行います。 

 

 （４）競技に関すること 

   ①日傘の使用 

    空調の効く休憩スペースはありませんので、日傘を積極的に使用し、熱中症予防・コンディショ

ン管理に努めてください。ベンチ内では日傘の使用を推奨します。各チームで必要数の日傘を

ご持参ください。ただし、日傘の使用では以下を遵守してください。 

    ・原則として使用者が自分で手に持って使用する。 

    ・プレーに支障のないもの（太陽光を反射しないもの）とする。 

    ・その他、競技に支障をきたしていると主催者が判断した場合は、その指示に従い使用を中止

する。 

   ②給水 

    選手の健康面を考慮し、チェンジサービス時の給水を認める。選手は給水用の容器等を予め審

判台の下に置き、審判台付近コート内で給水する。（ベンチへは戻れない） 

   ③ファイナルゲーム前は通常通りとする。「ポイントの終了 1分以内」 

ただし、大会競技本部が測定する会場での気温（乾球温度）が３５℃以上となった場合、ファ



イナルゲームに入る前に３分間のコート内の日傘による日陰（アンパイアの目の届く範囲）で

の休憩を許可する。ヒートルールの適用と解除のタイミングについてはアンパイヤーまたは

コート主任の指示に従うこと。 

④スマートフォン等の利用について 

 以下のように感染症対策、大会進行の円滑化を目的とし、スマートフォン等情報端末の利用を

推奨します。ご理解とご協力をお願いします。 

    ・トーナメントボードや進行表掲示場前の密回避、大会進行の円滑化のため、

特設ＨＰにて大会本部からの大会速報・進行表速報を配信します。ほぼリ

アルタイムで試合の進行状況、オーダー提出時間、選手集合時間等をご確

認いただけますのでご活用下さい。 

    ・全ての来場者に対し、来場日当日の朝の検温結果、健康チェック結果を特

設ＨＰに入力し、入場許可証を取得していただきます。（※詳しくは『⑥感染

症拡大防止対策ガイドライン』（ＰＤＦファイル）参照） 

【特設ＨＰ https://sites.google.com/view/r3-interhigh-softtennis】 

 

 （５）会場に関すること 

   競技大会中は、会場付近で選手・監督・役員・実行委員会許可車両以外の通行規制を実施します

のでご協力ください。選手・監督用の駐車許可証は、各都道府県専門部委員長を通じて配布しま

す。 

   ①駐車場 

    大会で準備する駐車場はすべて無料で駐車していただけます。路上駐車や指定場所以外への駐

車は絶対にしないようお知らせください。 

    Ａ 選手・監督用駐車場 

       会場内の指定された場所に駐車してください。 

    Ｂ 大型バス 

       大会会場の「バス乗降所」にて、乗客の乗降を行ってください。駐車は、能登会場では

宇出津新港駐車場、七尾市では能登島大橋ロードパークまたは和倉温泉運動公園駐車場

をご利用ください。（詳しい場所につきましては大会ＨＰをご覧ください。） 

【大会ＨＰ https://www.koukousoutai.com/2021soutai/event/index.php?xpref=4#event403】 

   ②練習会場 

    ・練習会場は以下の日程で開放します。割当表を 6月中旬以降に大会ＨＰに掲載します。 

男子 

能登町 

7月 27日(火) 7月 28日(水) 7月 29日(木) 7月 30日(金) 
7月 31日

(土) 

能都健民テニスコート(16面) 

珠洲市営鉢ヶ崎ﾃﾆｽｺｰﾄ(8面) 

能登町内浦ﾃﾆｽｺｰﾄ(4面) 

輪島市町野ﾃﾆｽｺｰﾄ(4面) 

 

女子 

七尾市 

7月 31日(土) 8月 1日(日) 8月 2日(月) 8月 3日(火) 8月 4日(水) 

七尾市和倉温泉運動公園 

テニスコート(24面) 

七尾希望の丘公園ﾃﾆｽｺｰﾄ(10面) 

中能登町ﾃﾆｽｺｰﾄとりや(6面) 
 

③プライベートテント設置区域 

    ・指定場所以外の場所への設置を禁止します。七尾会場のプライベートテントエリアはアスファ

ルト上のため、杭は打てません。 

    ・プライベートテント設置区域内で設置可能なものは、テント、テーブル、椅子とします。 

・プライベートテントエリア以外の場所にイス、シートなどの私物の設置を禁止します。 

・発電機、火気を生じる機器、家電製品等は持ち込まないでください。 

特設 HP 

進行表速報：例 

https://sites.google.com/view/r3-interhigh-softtennis
https://www.koukousoutai.com/2021soutai/event/index.php?xpref=4#event403


    ・テントは毎日撤去してください。「張りっぱなし」や「場所取り」はしないでください。 

      ※指定場所・設置可能時間帯については６月中旬以降に大会ＨＰに掲載します。  

   ④横断幕・部旗 

    能登会場は「のとスポーツピアッツァ」、七尾会場は「能登香島中学校テニスコート」のみとし

ます。 

   ⑤火気の使用 

    消防署の指導により、競技会場周辺での火気使用に制限があります。火気の生じる機器等の持

ち込み及び使用はご遠慮ください。 

 

（６）感染症対策に関すること 

・感染症拡大防止のため、入場者制限を実施します。申込で登録した方以外は会場に入場できま

せん。（詳しくは『⑥感染症拡大防止対策ガイドライン』を参照） 

 
出場 

選手 
控え選手 

監督 

ベンチ入り指導者 

引率教諭 兼 

感染症対策責任者 

コーチ 

トレーナー 

団体戦 8 名 2 名まで 1 名まで 
1 名まで 

※監督等が兼ねてもよい 
1 名まで 

個人戦 
出場 

選手 

出場 1ペア以上 2ペアまで→1名まで 

出場 3ペア以上 4ペアまで→2名まで 
出場 5ペア以上 6ペアまで→3名まで 
出場 7ペア以上 8ペアまで→4名まで 

最大 4 名 
ただし、ペア数を
超えてはならない 

1 名まで 
※ベンチ入り指導者等が

兼ねてもよい 

1 名まで 

※１．来場する全ての者を、大会申込で登録する。 
※２．選手変更は、大会申込で登録申請された控え選手からしか行えない。 
※３．大会申込で登録申請した者以外の入場は原則として認めない。 

・全ての来場者は『⑥感染症拡大防止対策ガイドライン』を熟読すること。 

・全ての出場校は「わき式体温計」を必要数持参し、毎朝必ず宿舎等で事前に検温を行い、「大会

参加者 事前健康チェックシート（様式１）」を記入すること。また、「大会参加者 事前健康

チェックシート（様式１）」は競技会場内でも常に携行し、係員の求めに応じて提示できるよう

にすること。（競技会場入場口または競技会場内で係員が確認を求める場合があります） 

・監督、ベンチ入り指導者また引率責任者は、チーム関係者全員の「大会参加者 事前健康チェッ

クシート（様式１）」と健康観察の結果を各校管理職に報告し、出場を辞退すべき者の有無を管

理職と相談の上、責任を持って判断し、朝の競技受付で「選手到着票（様式２）」提出すること。 

 

 （７）配宿に関すること 

・配宿はすべて配宿センター（ＪＴＢ）が行います。相部屋になる場合がありますので、ご了

承願います。 

・宿泊及び弁当の申し込みについては「北信越総体 2021 石川県配宿センター」の案内に従っ

てください。なお、配宿作業をスムーズに行うため、出場が決まりましたらできるだけ早く

宿泊申込をお願いします。 


