
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） 

（４） Ⅾプラン  １泊素泊まり ７,０００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７００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（金）【陸上，サッカー，体操，新体操男子，ソフトボール，柔道は 7月２７日

（水）】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（金）必着，その後郵送 

     【陸上，サッカー，体操，新体操男子，ソフトボール，柔道は 7月２７日（水）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

香川県 株式会社日本旅行高松支店 

〒 760-0026 住所 香川県高松市磨屋町２－８あなぶきセントラルビル１階 

 
ＴＥＬ 087-851-4981 

ＦＡＸ 087-822-7380 

担当者名 湯谷、武知、田中 
連絡先 

（夜間等） 
070-1541-6795(湯谷) 
080-3434-1593(武知) 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

みずほ銀行 十五号支店 普通 

3103889 (陸上) 

株式会社日本旅行 

3103890 (体操・新体操) 

3103891 (テニス) 

3103892 (剣道) 

 

徳島県 名鉄観光サービス株式会社 徳島支店 

〒 770-0904 住 所 徳島県徳島市新町橋2-10-1 眉山第一生命ビル４階 

 
ＴＥＬ ０８８－６２２－１２０３ 

ＦＡＸ ０８８－６２２－１１５７ 

担当者名 佐々木 秀樹／齋藤 昌己 
連絡先 

（夜間等） 
０８０－１５５２－４００７ 

銀行名 支店名 科目 口座番号 口座名義 

三井住友 東海 普通 2335852 メイテツカンコウサービス（カ 

 

高知県 株式会社JTB 高知支店 

〒 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、岡崎 康展 
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 

〒 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 

 



宿  泊  一 覧 

競技名 県名 宿舎名 住  所 電話番号 

陸上 

香川県 

アパホテル高松空港（素泊まり） 

高松シティホテル（素泊まり） 

東横イン高松兵庫町（1泊朝食） 

ザ・セレクトン高松（1泊朝食） 

ビジネスホテルパーク 

サイドホテル高松（1泊朝食） 

リーガホテルゼスト高松（1泊朝食） 

坂出グランドホテル（1泊2食） 

坂出プラザホテル（1泊2食） 

ホテルAZ香川宇多津（1泊2食） 

高松市香南町由佐2425−2 

高松市亀井町8-13 

高松市兵庫町3-1 

高松市城東町1丁目9-5 

高松市栗林町1丁目3-1 

 

高松市古新町9-1 

坂出市西大浜北1丁目2-33 

坂出市西大浜北3丁目2-43 

綾歌郡宇多津町新開2419-5 

087-879-1111 

087-834-3345 

087-821-1045 

087-821-2222 

087-837-5555 

 

087-822-3555 

0877-44-1000 

0877-45-6565 

0877-49-0501 

体操‣新体操

（男子） 
坂出グランドホテル（1泊2食） 坂出市西大浜北1丁目2-33 0877-44-1000 

テニス 

ビジネスホテルパーク 

サイド高松（1泊朝食） 

ザ・セレクトン高松（1泊朝食） 

リーガホテルゼスト高松（1泊朝食） 

高松市栗林町1丁目3-1 

 

高松市城東町1丁目9-5 

高松市古新町9-1 

087-837-5555 

 

087-821-2222 

087-822-3555 

剣道 
琴平パークホテル（1泊朝食） 

ホテルシェトワ観音寺（1泊朝食） 

仲多度郡琴平町榎井706-7 

観音寺市坂本町4丁目6-8 

0877-73-3939 

0875-23-7722 

※お食事対応は、必要に応じて弁当対応も可能。 

 

 

競技名 県名 宿 舎 名 住  所 電話番号 

バスケット 
ボール 

徳島県 

アグネスホテル徳島 

アグネスホテルプラス 

ホテル千秋閣 

ホテルたいよう農園徳島県庁前 

東横イン徳島駅前 

セルフイン徳島東船場 

宿屋ひわさ 

ホテルネクセル鳴門 

セントラルホテル鴨島 

HOTEL AZ徳島小松島店 

スーパーホテル阿南富岡 

ホテル石松 

あなんステーションホテル 

徳島市寺島本町西1-28 
徳島市寺島本町西1-34 
徳島市幸町3-55 
徳島市昭和町1-15 
徳島市両国本町1-5 
徳島市東船場町２丁目15 
徳島市西船場町１丁目９番地 
鳴門市撫養町斎田大堤５５ 
吉野川市鴨島町鴨島471-2 
小松島市金磯町字土手町93-1 
阿南市学原町深田9-1 
阿南市富岡町トノ町113-3 
阿南市富岡町今福寺43-5 

088-626-2222 
088-655-1212 
088-622-9121 
088-655-5151 
088-657-1045 
088-626-0818 
088-661-1381 
088-683-1230 
0883-24-8989 
0885-32-5670 
0884-22-9000 
0884-22-0126 
0884-28-7711 

卓球 

アグネスホテル徳島 

アグネスホテルプラス 

ザ・グランドパレス 

ホテル千秋閣 

ホテルたいよう農園徳島県庁前 

東横イン徳島駅前 

セルフイン徳島東船場 

ホテルネクセル鳴門 

ホテルカクイン鳴門 

徳島市寺島本町西1-28 
徳島市寺島本町西1-34 
徳島市寺島本町西1-60-1 
徳島市幸町3-55 
徳島市昭和町1-15 
徳島市両国本町1-5 
徳島市東船場町２丁目15 
鳴門市撫養町斎田大堤55 
鳴門市撫養町斎田字大堤208 

088-626-2222 
088-655-1212 
088-626-1111 
088-622-9121 
088-655-5151 
088-657-1045 
088-626-0818 
088-683-1230 
088-685-1115 

ソフト 
ボール 

ホテルキャッスルCV 

ビジネスホテル鳴門 

ビジネスホテル久次米 

セントラルホテル鴨島 

ビジネスホテルロードサイド 

ビジネスホテルアクセス鴨島 

ビジネスホテル八幡 

ビジネスホテルマツカ 

あなんステーションホテル 

ロイヤルガーデンホテル阿南 

徳島市北常島2-11-1 
鳴門市撫養町斉田大堤104-105 
板野郡藍住町奥野字西中須42-1 
吉野川市鴨島町鴨島471-2 
吉野川市鴨島町内原160-3 
吉野川市鴨島町鴨島224-1 
阿波市市場町大野島新ノ池8-1 
美馬市脇町猪尻建神社下南153-1 
阿南市富岡町今福寺43-5 
阿南市富岡町あ王谷52-2 

088-625-2334 
088-686-2555 
088-692-5783 
0883-24-8989 
0883-22-1088 
0883-24-5050 
0883-36-1688 
0883-52-1555 
0884-28-7711 
0884-23-3838 

相撲 

ザ・グランドパレス 

アグネスホテル徳島 

 

 

徳島市寺島本町西1-60-1 
徳島市寺島本町西1-28 

088-626-1111 
088-626-2222 

https://www.google.com/search?q=%E9%AB%98%E6%9D%BE%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&authuser=1&source=hp&ei=uiugYpQ29YivvA_m3ZvICA&iflsig=AJiK0e8AAAAAYqA5ypud2E2Z1CNdyPvrh0dWxVia8Ykr&ved=0ahUKEwiU-9uZiJ34AhV1xIsBHebuBokQ4dUDCAk&uact=5&oq=%E9%AB%98%E6%9D%BE%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoHCAAQgAQQBDoGCAAQBBADOgsIABCABBCxAxCDAToKCAAQgAQQsQMQBDoLCAAQgAQQsQMQsQM6AggmOhQIABCABBCxAxCDARAEECUQRhCAAjoJCAAQgAQQBBAlOhEIABCABBCxAxCDARCxAxCDAToICAAQsQMQgwE6DwgAEIAEELEDELEDEAQQJToVCAAQgAQQsQMQgwEQsQMQgwEQBBAlOgwIABCABBCxAxAEECU6DwgAEIAEELEDEIMBEAQQJToICAAQBBADECVQySRYkp4CYLypAmgCcAB4AYAB0QGIAb0pkgEHMTIuMjkuMZgBAKABAbABAA&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E6%9D%B1%E6%A8%AA%E3%82%A4%E3%83%B3+%E9%AB%98%E6%9D%BE%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%94%BA+%E9%9B%BB%E8%A9%B1&hl=ja&authuser=1&ei=piygYv75OaPUmAWBioOwCQ&hotel_occupancy=2&oq=touyokoinntakamatu&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBDIICAAQHhANEAQyCAgAEB4QDRAEMggIABAeEA0QBDIICAAQHhANEAQyCAgAEB4QDRAEMggIABAeEA0QBDIICAAQHhANEAQyCAgAEB4QDRAEOgcIABCABBAEOgoIABCABBCxAxAEOg0IABCABBCxAxCDARAEOggIABAKEEMQKjoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6CAgAEIAEELEDOhEIABCABBCxAxCDARCxAxCDAToJCAAQgAQQChAqOgIIJjoECAAQDToGCAAQHhANSgQIQRgASgQIRhgAUABY2PoBYPueAmgGcAF4AYAB6QGIAakZkgEGMi4yMi4xmAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=by2gYoyFGInv0AS7jav4DA&ved=0ahUKEwjM-KPqiZ34AhWJN5QKHbvGCs8Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3%E9%AB%98%E6%9D%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOg0IABCABBCxAxCDARAEOgYIABAEEAM6CggAEIAEELEDEAQ6BwgAEIAEEAQ6CAgAEA0QChAqOgQIABANOgYIABANEAo6CQgAEIAEEAoQKjoCCCY6BggAEB4QBEoECEEYAEoECEYYAFD5CVi9gwFg_acBaAFwAXgAgAGIAogB5A-SAQYyLjExLjGYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=wi2gYsH9BcWYr7wProqx0Ag&oq=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQogQyBQgAEKIEOgYIABAEEAM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDELEDOgUIABCxAzoKCAAQgAQQsQMQBDoHCAAQgAQQBDoKCAAQsQMQsQMQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQyQtYkPEBYJKDAmgCcAF4AIAB1QGIAeQikgEGNS4yMy40mAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=IS6gYuwO2IKYBfbwh_AL&ved=0ahUKEwiso_y-ip34AhVYAaYKHXb4Ab4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E9%AB%98%E6%9D%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoKCAAQgAQQsQMQBDoHCAAQgAQQBDoICAAQgAQQsQM6BggAEAQQAzoECAAQQ0oECEEYAEoECEYYAFCWCFiiR2Cha2gBcAF4AIABygKIAYQNkgEHNC44LjAuMZgBAKABAbABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=Yi6gYvyxKdaCmAWEyabgAw&ved=0ahUKEwj86qTeip34AhVWAaYKHYSkCTwQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCAAQgAQQBDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgYIABAEEAM6BAgAEEM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6CggAEIAEELEDEARKBAhBGABKBAhGGABQ8QhYi3hg7JQBaAFwAXgAgAHhAYgBmRaSAQY2LjE1LjGYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=yC6gYqyVEa-Ir7wPmpihiAM&ved=0ahUKEwismd6Oi534AhUvxIsBHRpMCDEQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoHCAAQgAQQBDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgYIABAEEAM6BAgAEEM6BwgAELEDEEM6CggAEIAEELEDEARKBAhBGABKBAhGGABQiAdY_lBgqHFoAXABeACAAcICiAHJFJIBCDUuMTQuMC4xmAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%ABAZ%E9%A6%99%E5%B7%9D%E5%AE%87%E5%A4%9A%E6%B4%A5&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=Di-gYoeLKISomAWN6oPoBQ&ved=0ahUKEwiHyqWwi534AhUEFKYKHQ31AF0Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%ABAZ%E9%A6%99%E5%B7%9D%E5%AE%87%E5%A4%9A%E6%B4%A5&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOgcIABCABBAEOgoIABCABBCxAxAEOggIABCABBCxAzoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoRCAAQgAQQsQMQgwEQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDELEDOgUIABCiBDoECAAQDUoECEEYAEoECEYYAFDfCliqhwJgr5ECaAJwAXgAgAG-AogB5hySAQg2LjE1LjMuMZgBAKABAbABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=Yy-gYsjnHMWWr7wP9-Sa2A0&ved=0ahUKEwiIpd7Yi534AhVFy4sBHXeyBtsQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E5%9D%82%E5%87%BA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoGCAAQBBADOg0IABCABBCxAxCDARAEOgcIABCABBAEOgQIABBDOgcIABCxAxBDOgoIABCABBCxAxAEOhAIABCxAxCDARCxAxCDARBDSgQIQRgASgQIRhgAUOYEWMV5YJ-YAWgCcAF4AIABgwKIAbUXkgEGOS4xMy4xmAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=wi2gYsH9BcWYr7wProqx0Ag&oq=%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQogQyBQgAEKIEOgYIABAEEAM6DQgAEIAEELEDEIMBEAQ6CwgAEIAEELEDEIMBOgUIABCABDoICAAQsQMQgwE6CwgAEIAEELEDELEDOgUIABCxAzoKCAAQgAQQsQMQBDoHCAAQgAQQBDoKCAAQsQMQsQMQQzoHCAAQsQMQQzoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoCCCZKBAhBGABKBAhGGABQyQtYkPEBYJKDAmgCcAF4AIAB1QGIAeQikgEGNS4yMy40mAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=by2gYoyFGInv0AS7jav4DA&ved=0ahUKEwjM-KPqiZ34AhWJN5QKHbvGCs8Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%B3%E9%AB%98%E6%9D%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEOg0IABCABBCxAxCDARAEOgYIABAEEAM6CggAEIAEELEDEAQ6BwgAEIAEEAQ6CAgAEA0QChAqOgQIABANOgYIABANEAo6CQgAEIAEEAoQKjoCCCY6BggAEB4QBEoECEEYAEoECEYYAFD5CVi9gwFg_acBaAFwAXgAgAGIAogB5A-SAQYyLjExLjGYAQCgAQGwAQDAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E9%AB%98%E6%9D%BE&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=IS6gYuwO2IKYBfbwh_AL&ved=0ahUKEwiso_y-ip34AhVYAaYKHXb4Ab4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%BC%E3%82%B9%E3%83%88%E9%AB%98%E6%9D%BE&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoKCAAQgAQQsQMQBDoHCAAQgAQQBDoICAAQgAQQsQM6BggAEAQQAzoECAAQQ0oECEEYAEoECEYYAFCWCFiiR2Cha2gBcAF4AIABygKIAYQNkgEHNC44LjAuMZgBAKABAbABAMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E7%90%B4%E5%B9%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=pi-gYqfJL4vW0AT6hqbYBA&ved=0ahUKEwintOr4i534AhULK5QKHXqDCUsQ4dUDCA4&uact=5&oq=%E7%90%B4%E5%B9%B3%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoKCAAQgAQQsQMQBDoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoHCAAQgAQQBDoGCAAQBBADOggIABCABBCxAzoQCAAQsQMQgwEQsQMQgwEQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoECAAQQzoJCAAQgAQQBBAKSgQIQRgASgQIRhgAUL8KWORhYN9taAFwAXgAgAGmAYgB8xKSAQQ2LjE0mAEAoAEBsAEAwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%83%88%E3%83%AF%E8%A6%B3%E9%9F%B3%E5%AF%BA&hl=ja&authuser=1&hotel_occupancy=2&ei=kTCgYq2wBKebr7wPiNuXkAQ&oq=%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%81%97%E3%81%87%E3%81%A8%E3%82%8F&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIHCAAQgAQQBDIHCAAQgAQQBDIICAAQHhAFEAQ6BAgAEEM6CwgAEIAEELEDEIMBOgoIABCABBCxAxAEOggIABCABBCxAzoNCAAQgAQQsQMQgwEQBDoNCAAQsQMQgwEQsQMQQzoKCAAQsQMQsQMQQ0oECEEYAEoECEYYAFD3C1jbUmCaeGgBcAF4AIABugGIAZ8NkgEEMS4xMZgBAKABAbABAMABAQ&sclient=gws-wiz


競技名 県名 宿 舎 名 住  所 電話番号 

柔道 
サッカー 
新体操 

バドミントン 

高知県 

高知グリーンホテルはりまや橋 

ザ クラウンパレス新阪急高知 

ホテルＳＰ-haruno- 

天然温泉はるのの湯 

ホテル高砂 

ｵﾘｴﾝﾄﾎﾃﾙ高知和風別館吉萬 

高知プリンスホテル 

リバーサイドホテル松栄 

サザンシティホテル 

高知黒潮ホテル 

ロイヤルホテル土佐 

土佐御苑 

ウェルカムホテル高知 

高知アネックスホテル 

ホテルおおりや 

サウスブリーズホテル高知海月 

ホテルNO.1高知 

高知会館 

高知共済会館COMMUNITY SQUARE 

ホテルベストプライス高知 

高知パシフィックホテル 

高知ホテル 

高知市はりまや町３－１－１１ 
高知市本町４－２－５０ 
高知市春野町芳原２４８５ 
高知市春野町西分３５４６ 
高知市駅前町２－１ 
高知市北本町２－１－２２ 
高知市南宝永町４－２ 
高知市天神町８－１ 
南国市明見９３３ 
香南市野市町東野１６３０ 
安芸郡芸西村西分甲２９９５ 
高知市大川筋１－４－８ 
高知市追手筋１－８－２５ 
高知市廿代町5－16 
高知市追手筋１－６－２１ 
高知市農人町５－２９ 
高知市廿代町16－8 
高知市本町５－６－４２ 
高知市本町５－３－２０ 
高知市南宝永町１６－１２ 
高知市駅前町１－１５ 
高知市駅前町４－１０ 

088-822-1800 
088-873-1111 
088-842-0011 
088-894-5400 
088-822-1288 
088-885-3311 
088-883-2323 
088-832-3211 
088-863-2000 
0887-56-5800 
0887-33-4510 
088-822-4491 
088-823-3555 
088-821-2111 
088-821-0100 
050-3163-9950 
088-873-3333 
088-823-7123 
088-823-3211 
088-861-1223 
088-884-0777 
088-822-8008 

※食事については、施設から徒歩圏内の場所や、弁当対応の可能性あり。 

 

競技名 県名 宿 舎 名 住  所 電話番号 

軟式野球 
ハンドボール 

水泳 

愛媛県 

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(朝食・夕食:弁当対応) 松山市宮田町1-3 089-932-1121 

ホテル勝山(朝食・夕食:弁当対応) 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(夕食:弁当対応) 松山市大手町1-10-10 089-913-2580 

サンガーデン松山 松山市平和通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(朝食・夕食:弁当対応) 松山市一番町3-3-1 089-941-0109 

たかのこの湯(夕食：弁当対応) 松山市鷹子町737-2 089-960-1588 

えひめ共済会館 松山市三番町5-13-1 089-945-6311 

ホテルカジワラ(夕食：弁当対応) 松山市大手町2-9-10 089-941-0402 

ホテルNo.1松山(夕食：弁当対応) 松山市千舟町2-7-3 089-921-6666 

ホテルチェックイン松山(夕食：弁当対応) 松山市三番町2-7-3 089-998-7000 

コンフォートホテル松山(夕食：弁当対応) 松山市花園町3-18 089-913-7311 

アビスイン道後・松山(夕食：弁当対応) 松山市勝山町2-3-3 089-998-6000 

レフ松山市駅byベッセルホテルズ(夕食:弁当対応) 松山市湊町5丁目2-2 089-915-8111 

長珍屋 松山市浄瑠璃町甲119-1 089-963-0280 

ＨＯＴＥＬ ＡＺ 愛媛伊予店 伊予市稲荷字北田甲710-1 089-982-1001 

いよプリンスホテル(夕食：弁当対応) 伊予市灘町16 089-982-7777 

ソフトテニス 

ホテル菊水今治 今治市中浜町1-2-5 0898-23-3330 

サンライズ糸山(夕食：弁当対応) 今治市砂場町2-8-1 0898-41-3196 

ホテルクラウンヒルズ今治駅前 今治市北宝来町1-5-9 0898-23-0005 

今治プラザホテル 今治市別宮町1-3-5 0898-25-2500 

今治アーバンホテル 今治市北宝来町1-5-28 0898-22-5311 

ホテルアジュール汐の丸 今治市湯ノ浦30 0898-47-0707 

休暇村瀬戸内東予 西条市河原津 0898-48-0311 

ホテルつよし 今治市大西町宮脇甲448 0898-53-4116 

ホテル七福 今治市片原町2-1-21 0898-22-3425 

ホテル羽倉 今治市波方町波方甲2034-3 0898-41-9538 

バレーボール 

ホテルグランフォーレ 四国中央市三島朝日1-1-30 0896-23-3355 

ビジネスホテルマイルド 四国中央市三島朝日3-1-12 0896-24-3090 

ホテルセレクトイン四国中央(夕食：弁当対応) 四国中央市川之江町1902-1 0896-22-3900 

川之江ビジネスホテル(夕食：弁当対応) 四国中央市川之江町4062-15 0896-56-6988 

スーパーホテル四国中央(夕食：弁当対応) 四国中央市下柏町852-1 0896-22-9000 

 


