
宿  泊  要  項 

 

１  宿泊料金   （１） Ａプラン １泊２食付   ９,０００円（税，サービス料込み） 

         （２） Ｂプラン １泊夕食付  ８,５００円（税，サービス料込み） 

        （３） Ｃプラン １泊朝食付  ７,５００円（税，サービス料込み） 

２  宿泊条件    (１) 適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保するため，必ず各県中学校体育

連盟指定の取扱旅行業者を通して申し込むこと。 

（指定外の宿泊施設の利用は認めない。） 

                (２) 宿泊は，競技別とする。 

                (３) 畳数は，１名１.５畳以上とする。 

                (４) 引率は，同宿とする。 

                (５) キャンセル料は，以下のとおりとする。 

                      当日１２時まで  ５０％      １５時まで  ７０％ 

        （６） 男女を同一フロアに部屋割りしないように配慮する。 

        （７） 他県（他校）の選手・監督を相部屋に部屋割りしない。 

３  弁  当    (１)  料金６００円（お茶付き消費税込） 

                (２)  宿泊申し込みと同様に，所定の方法で申し込んでください。 

４  申  込    (１)  申し込み要領は，次のとおりとする。 

① ７月２９日（木）【水泳競技，軟式野球，柔道，剣道は 7月２７日（火）】までに

当該競技開催県の取扱旅行業者に宿泊・弁当申込書をＦＡＸ送信し，その後，直ちに

郵送すること。宿泊費及び弁当代金は所定の口座に振り込むこと。 申し込みを受け

た当該競技開催県の取扱旅行業者は，申し込み確認書を当該校に返送する。 

② 宿泊・弁当等の領収証が必要な学校は，宿泊・弁当申込書において必ず事前に申し

込むこと。 

                (２) 申込期日   ＦＡＸにて７月２９日（木）必着，その後郵送 

           【水泳競技，軟式野球，柔道，剣道は 7月２７日（火）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場については，当該校が事前に取扱旅行業者あるいはホテル（旅館）

にお問い合わせください。 



５ 申込先 

高知県 株式会社ＪＴＢ高知支店 ハンドボール・軟式野球・バレーボール・ソフトテニス・ソフトボール 

〒 ７８０－０８３４ 住 所 高知県高知市堺町１-２１ ＪＴＢビル3階 

 
ＴＥＬ ０８８－８２３－２３３１ 

ＦＡＸ ０８８－８７３－０６０９ 

担当者名 武内 季 
連絡先 

（夜間等） 
０８０－２９９６－１０６３ 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

三菱ＵＦＪ銀行 千代田支店 普通 ５４５２２７７ 株式会社ＪＴＢ代表取締役社長 山北栄二郎 

 

愛媛県 名鉄観光サービス株式会社 松山支店 陸上競技・体操競技・新体操・バドミントン 

〒 ７９０－０００３ 住 所 愛媛県松山市三番町４-１２-４ 松山大同生命ビル１階 

 
ＴＥＬ ０８９－９２１－５１３１ 

ＦＡＸ ０８９－９２１－７１６６ 

担当者名 前田 智祐 
連絡先 

（夜間等） 
０８０－１５５２－３１２８ 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

みずほ銀行 第五集中 普通 ０１７０８５３ 名鉄観光サービス株式会社 

 

香川県 株式会社ＪＴＢ 水泳競技・バスケットボール・卓球・相撲 

〒 ７６０－００２３ 住 所 香川県高松市鍛治屋町7-6 

 
ＴＥＬ ０８７－８２２－００３３ 

ＦＡＸ ０８７－８２１－２１７７ 

担当者名 鷲崎裕一 
連絡先 

（夜間等） 
０８０－２９１４－７９９６ 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

三菱ＵＦＪ 千代田 普通 
５４６４２７２ 

（水泳） 
株式会社ＪＴＢ 

三菱ＵＦＪ 千代田 普通 
５４６４２８０ 
（ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 

株式会社ＪＴＢ 

三菱ＵＦＪ 千代田 普通 
５４６４２９８ 

（卓球） 
株式会社ＪＴＢ 

三菱ＵＦＪ 千代田 普通 
５４６３３０６ 

（相撲） 
株式会社ＪＴＢ 

 

徳島県 東武トップツアーズ株式会社 徳島支店 サッカー・柔道・剣道・テニス 

〒 ７７０－０８４１ 住 所 徳島県徳島市八百屋町３-２６ 大同生命徳島ビル６階 

 
ＴＥＬ ０８８－６２２－８９９１ 

ＦＡＸ ０８８－６２２－９７０３ 

担当者名 永井智也・中村良・森勇輝 
連絡先 

（夜間等） 
０８０－８０９０－６５１６ 

（永井携帯） 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

阿波銀行 徳島駅前支店 普通 １０５９５８０ 東武トップツアーズ㈱徳島支店 

 

 

 

 

 

 



宿  舎  一  覧 
県 競 技 名 宿   舎   名 住      所 電 話 番 号 

高 
 
 

知 

 
ハンドボール 
軟 式 野 球 
バレーボール 
ソフトテニス 
ソフトボール 

高知グリーンホテルはりまや橋 高知市はりまや町3-1-11 088-822-1800 
ホテルSP-haruno- 高知市春野町芳原2458 088-842-0011 
天然温泉はるのの湯 高知市春野町西分3546 088-894-5400 
ホテル高砂 高知市駅前町2-1 088-822-1288 
オリエントホテル高知 高知市升形5-37 088-822-6565 
オリエントホテル高知和風別館吉萬 高知市北本町2-1-22 088-885-3311 
龍馬の宿 南水 高知市上町1丁目7-12 088-873-2181 

愛 
 
 
媛 
 

陸 上 競 技 
 

体 操 競 技 
 

新 体 操 
 

バドミントン 

ホテル泰平 松山市平和通3-1-15 089-943-5000 

ホテルたいよう農園二番町 松山市二番町1-11-5 089-931-3111 

スカイホテル 松山市三番町8-9-1 089-947-7776 

松山シティホテル 松山市宮田町1-3 089-932-1121 
ホテル勝山 松山市勝山町1-11-1 089-947-0561 

ホテルサンルート松山 松山市宮田町391-8 089-933-2811 

ホテルマイステイズ松山 松山市大手町1-10-10 089-913-2580 

たかのこの湯 松山市平和通3-2-10 089-926-4411 

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 愛媛伊予店 松山市末町267 089-977-1111 

サンガーデン松山 松山市平和通り3-2-10 089-926-4411 

奥道後壱湯の守 松山市末町267 089-977-1111 

東京第一ホテル松山 松山市南堀端町6-16 089-947-4411 

松山東急REIホテル 松山市一番町3-3-1 089-941-0109 

香 
 
 
川 

水 泳 

ニューグランデみまつ 
（別館ホテルサカキ） 

高松市通町2-3 087-823-4111 

ザ・セレクトイン高松 高松市城東町1-9-5 087-821-2222 
ホテル川六エルステージ 高松市百間町1-2 087-821-5666 
ルートイン屋島 高松市春日町1653-2 050-5847-7445 

バスケットボール 

新樺川観光ホテル 高松市塩江町安原上東1-6 087-893-1200 
ニューグランデみまつ 

（別館ホテルサカキ） 
高松市通町2-3 087-823-4111 

しおのえホテルｾｶﾝﾄﾞｽﾃｰｼ 高松市塩江町上西乙1118-8 087-893-1100 
卓 球 オークラホテル丸亀 丸亀市富士見町3-3-50 087-723-2222 
相 撲 ザ・セレクトイン高松 高松市城東町1-9-5 087-821-2222 

徳 
 
 
島 
 

サ ッ カ ー 
昴宿よしの 徳島市一番町3-18 088-654-2255 
徳島ワシントンホテルプラザ 徳島市大道1-61-1 088-653-7111 

柔 道 
アグネスホテル徳島 徳島市寺島本町西1-28 088-626-2222 
アグネスホテル・プラス徳島 徳島市寺島本町西1-34 088-655-1212 

剣 道 
徳島グランドホテル偕楽園 徳島市伊賀町1-8 088-623-3333 
ビジネスホテルコスモス徳島 徳島市中央通2-35-4 088-622-2001 

テ ニ ス 

スマイルホテル徳島 徳島市元町1-24 088-626-0889 
ホテルたいよう農園徳島県庁前 徳島市昭和町1-15 088-655-5151 
ホテルサンルート徳島 徳島市元町1-5-1 088-653-8111 
JRホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西1-61 088-656-3111 
タウンホテル千代 徳島市かちどき橋1-50 088-653-6221 
ザ・グランドパレス徳島 徳島市寺島本町西1-60-1 088-626-1111 
徳島グランヴィリオホテル 徳島市万代町3-5-1 088-624-1111 

ホテル千秋閣 徳島市幸町3-55 088-622-9121 
徳島センチュリープラザホテル 徳島市南昭和町1-46-1 088-655-3333 
ホテルフォーシーズン徳島 徳島市寺島本町西1-54-1 088-622-2203 
アパホテル徳島駅前 徳島市一番町2-21 088-655-5005 
ビジネスホテルソラエ 板野郡松茂町広島字宮ノ前26-1 088-699-7137 
ビジネスホテルポケット 板野郡松茂町笹木野八北開拓207-1 088-699-2222 
ビジネスホテル鳴門 鳴門市撫養町斉田字大堤104-105 088-686-2555 
ビジネスホテルNEXEL鳴門 鳴門市撫養町斎田字大堤55 088-683-1230 
ビジネスホテルNEXELα鳴門 鳴門市撫養町小桑島字前浜65 088-685-2277 

旅館 大鳥居苑 鳴門市大麻町板東西山田33-4 088-686-3523 

 


