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第 12回アジア競技大会(1994年)・ 第 12回世界選手権大会(2003年)が、広島市で開催されたことを言己念

し、永く後世に伝えるため、標記の大会を次のとおり開催いたします。

今年度から、 (公財)日本ソフトテニス連盟と広島県ソフトテニス連盟との共催になったことに伴い、大

会名を「アジアカップ」から「平和カップ」に変更しました。

また、今回は、コロナ禍のため海外選手の来広が困難であることから、国内大会として開催します。

高校、大学、実業団、一般クラブを問わず、広く出場団体を募ります。強豪に挑戦し、ソフトテニス界を

盛り上げていきましょう。

どうか関係団体に周知していただき、多くの御参加を賜りますよう、ここに御案内申し上げます。

【新型コロナウイルス感染防止対策への御協力について】

□ 参加者 。来場者は、添付の「新型コロナウイルス感染防止策チェックリス ト」を事前に熟読し、遵守

して下さし、

国 参加チームは、大会当日、添付の「大会受付票 兼 健康状態申告書」を提出して下さし、

(提出されない場合は、棄権とします。)

□ 参加チーム関係者 (部長、応援者他)の方は、「健康状態申告書」を提出して下さし、

今″も、ス:会″→郷妨して,蒻僣できるより、1タコ銘と夕1笏力、まろιぐおう厩|ク クヽ`たιま沈。
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本ソフトテニス連盟 広島県ソフトテニス連盟

広島市ソフトテニス連盟

広島県 広島市  (公財)広島県体育協会  (公財)広島県スポーツ振興財団

(公財)広島市スポーツ協会 中国新聞社 NHK広島放送局 中国放送 広島テレビ

テレビ新広島 広島ホームテレビ

東洋観光グループ

2021年 3月 13日 (土)8:45～    受付 (コー ト開場 8:30)

9:20～    競技開夕台

3月 14日 (日 ) 8:30～    受付 (コー ト開場 8:30)

9:00～   競技開政台、終了後表彰

(11 広島翔洋テニスコート (人エクレイコート 11面 )

(2)広島市中央バレーボール場 (ク レーコート 4面)

広島市中区基町2-18 広島駅からタクシー10分 広島城南側

(3)リ コーコーテニスコー ト (砂入人工芝コ‐―卜 5面)

四 南観i音テニスコー ト (ク レーコー ト 4面 )

広島市西区観音新町 3-7-22 広島駅からバス30分 観音新町 3¬
~目

下車

※ 初日の会場が、リョーコー 。南観音テニスコー トの場合、事前に文書で連絡します。

男子 。女子団体戦

ソフトテニスハンドブックによる。 (7ゲーム)

2021年 3月 12日 (4:913:00～ 17:00 広島翔洋テニスコー ト 無料

(1)高校 ,大学及び2021年 4月 に入学・入社が内定している選手も出場できる。

(2)選抜チームで参加することができる。 (○○県選抜、○○高校 OB等)

(3)その他、主催者が認めた選手及び団体。
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11 チーム編成

12 試 合 方 法

13 参 カロ 料

14申 込 方 法

(1)監督 1名、選手 4名以上 8名以内でチーームを編成すること。選手 5名以内でチームを編

成する場合は、受付時に届け出ること。 (監督は複数チームヘの登録可能)

(2)年齢制限及び 1団体からの参加チーム数の制限は、設けない。

(3)当 日の選手変更は、3名以内とする。

(1)トーナメントまたはリーグ戦。

(2)男女ともに3ペアによる点取り対抗戦とし、対戦の都度オーダーを変えてもよしヽ

(3)対戦の審判は、相互審判により行う。

チーム区分 |]連今録者のみ 未登録者有 (監督含む)

一般 :実業団・クラブチーム・選抜チーム等 15,000円 22,500円

学生 :大学生チーム (学連る紡たチ‐―ム) 12,000円 18,000円

学生 :高校生チーム (高体連登録チーム) 10,000円 15,000円

※ 学連、高体連登録以外のチームは、―一般扱いです。

(1)広島市ソフトテニス連盟HP(http://hiroshimacsta.main.jp/st/)に掲載している所

定の申込用紙 (EXCEL)に より申込むこと。参加料等は、振込すること。

(2)申込先 (メ ールの場合)聾 I望,也壼墨堅基聖≧1競9雲9.!Ш≦独豊盛堅狂1 ____
広島市ソフトテニス連盟  国安 武

(郵送の場合)〒 736-0085 広島市安芸区矢野西 3-5-17-15-5

広島市ソフトテニス連盟  戸田 直樹 宛

※ 問合先携帯 :090-13554385(国安)可能な限リメールで申込み願います。

(3)参加料の銀行振込先

広島銀行 広島市役所支店 普通預金 口座番号 1030536
広島市ソフトテニス連盟 事務局長 上崎 博 (ウ対キヒロシ)

※ 振込みの際は、「ヘイワ+チーム名」を記載して下さし、

(4)大会中止の場合は、参加料金額を返金します。棄権された場合は、振〕△手数料を差し引

いた額を返金します。参加申込書に返金先の銀行日座を記載して下さしヽ

2021年 1月 29日 (金)必着

宿泊・弁当の斡旋はしませんので、参加チームで手配して下さしヽ

男女とも、優勝・準優勝 。3位 υチーム)を表彰します。

なお、参加チーム数が64を超える種別は、4位 (4チーム)まで表彰しますl

(1)ユ ニフォーム及びシューズは「ュニフォーム等の着用基準」遵守した製品を着用すること。

(2)ラケットは、連盟の公認マークが添付されたものを使用すること。

(3)連盟指定のゼッケンを着用し、必ず四

`出

を止めること。

に)会員登録証、公認審判員ジッベン及びイエローカー ドを携行し、審判を担当するときは

ワッペンを左胸に着用すること。

(5)大会に係わる映像等の広報についての活用と一切の権利については、本連盟に帰属し、

承諾するものとする。

参加者全員が検査の対象となる可能性がありますL 検査対象になると、写真付きの身分証明

証 (免許証 。学生証等)が必要となる為、必ず持参して下さい。 ドーピング検査およびアン

チ 。ドーピング活動については、(公財)日 本ソフトテニス連盟アンチ・ ドーピング規程を確

認すること。 (日 本ソフトテニス連盟HP:htpi/んw.jsta.or.jp/index/anti」 oping)

広島翔洋テニスコー トの地下に、有料駐車場があります。 (1日 最大 1,600門 )

リョーコテニスコー トには、無料の駐車場がありますi。

(1)本大会の組合せは、牛拐 ilな事晴がない限り開催日の 10日 前に主催者のHPで公開する。

(2)この大会における傷害については、主催者は一切その責を負わない。

(3)雨天時等の中止の連絡は、広島市連盟HP(http://hiroshimcsta.main.jp/St/)で 行

います。会場のテニスコー トヘの問合せは、禁上します。
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