
日環アリーナ栃木　周辺図・駐車場図



・ 競技会場

・ 役員控室等

・ 練習会場

・ 本部　（夜間） ホテル　ニューイタヤ

宇都宮市末広1-7-8 028-653-1242

電話番号

028-908-6633

028-666-6182

0285-52-2400

028-660-8822

住　　　　　所

宇都宮市若草2-1-19

宇都宮市西川田町1004-13

下野市下古山2984

宇都宮市泉が丘3-17-11

◆交 通 機 関 郵便番号

320-0072

321-0151

329-0502

(１)　会場までは、公共交通機関をご利用ください。

(２)　一般駐車場については、栃木県総合運動公園の駐車場をご利用ください。
　　　ゲートは６時より開き、２１時３０分を過ぎますと翌朝まで出庫ができ
　　　なくなるのでご注意ください。（夜間料金１０００円がかかります。）
　　　駐車料金は２時間までは無料、６時間までは２００円、６時間以上は
　　　３００円です。公共の駐車場となりますので、他施設の一般利用の方も
　　　駐車されます。

(３)  バスは南第１駐車場もしくは北第１駐車場のみ駐車可能です。

(４) タクシーの乗降所は、日環アリーナ栃木の東エントランスにあります。

　　　バス駐車場に関しても上記の通り出庫できない時間がありますのでご注意
　　　ください。駐車料金は２時間までは無料、それ以上は１０００円です。
　　　夜間料金は１０００円です。

各会場案内

〒321-0152　栃木県宇都宮市西川田４－１－１　ＴＥＬ（０２８）６５８－５９００

日環アリーナ栃木　メインアリーナ

日環アリーナ栃木　１階諸室

交通・駐車場に関しての注意

〒321-0152　栃木県宇都宮市西川田４－１－１　ＴＥＬ（０２８）６５８－５９００

日環アリーナ栃木　サブアリーナ
〒321-0152　栃木県宇都宮市西川田４－１－１　ＴＥＬ（０２８）６５８－５９００

〒320-0811  宇都宮市大通り２－４－６　ＴＥＬ（０２８）６３５－５５１１

関東交通

矢野自動車

栃交タクシー

泉タクシー

アサヒタクシー

320-0952

320-0813 宇都宮市二番町2-7 028-633-6151

野沢タクシー 321-0963 宇都宮市南大通り2-2-17 028-634-6487

雀タクシー 321-0144





 

 

 

 

この度は「令和 3 年度 全国中学校体育大会 第 52 回全国中学校卓球大会（栃木）」ご出場おめでとうございます。

本大会開催にあたり、弊社 近畿日本ツーリスト関東にて、皆様の宿泊施設・弁当等の手配・斡旋をお手伝いさせて

いただくことになりました。宜しくお願い申し上げます。つきましては申込方法を下記の通りご案内させていただきま

す。大会期間中のご宿泊については必ず弊社からお申込みくださいます様、お願い申し上げます。 

 

１． 基本方針 
 

令和 3年度全国中学校体育大会・第 52回全国中学校卓球大会の宿泊及び昼食の確保に万全を期することを

目的とし、次のように定めます。 

（１） 令和 3年度全国中学校体育大会栃木県実行委員会の宿泊及び弁当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回全国中学校卓球大会に参加する 

役員（視察員を含む）、監督、コーチ、引率教員、選手、応援生徒、報道関係及び一般応援・保護者（小児

も含む）・バス乗務員とします。 

（３） 大会参加者は主催者様側からの要請により、指定宿舎とします。なお、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全ての紛議や損失は、任意に宿泊を変更した者が責任を負う事になりま

す。 

（４） 宿泊・弁当の取扱は、令和3年度全国中学校体育大会栃木県実行委員会が指定した㈱近畿日本ツーリス

ト関東 宇都宮支店（以下「宿泊事務局」という）が担当します。必ず、後述の専用サイト、サポートデスクを

通して申込を行って下さい。 

（５） 監督・選手等の宿泊は、できるだけ都道府県別を配慮のうえ決定しますが、申し込みの人数によっては 

この限りではありません。予めご了承下さい。 

   （６）宿泊については、㈱近畿日本ツーリスト関東 宇都宮支店が旅行企画・実施する『募集型企画旅行』です。 

 

２． 設定期間 
 
令和 3年 8月 22日（日）～8月 26日（木）宿泊【大会期間は 8月 23日（月）～8月 26日（木）です】 

 

 

３． 宿泊プランについて 
 
（１） 日程表 

  行程 

スケジュール 
1 日目 宿泊ホテル(泊)  ※各自チェックインください。                             

2 日目 宿泊ホテル(発)  ※各自チェックアウトください。 

上記は１泊あたりの日程表となります。ご希望に応じて 5泊までお受けいたします。 

 【食事回数】 1泊 2食付・・・朝１回、夕１回  １泊朝食付・・・朝１回 

 ※１泊につき上記回数の食事が付きます。 

 ※昼食をご希望の場合は、別料金でお弁当の手配を承りますので別途お申し込みください。(1個 900円) 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 3年度 全国中学校体育大会 

第 52回全国中学校卓球大会（栃木） 宿泊・弁当申込要項 



（２）旅行代金について（募集型企画旅行） 

下記は全て、お一人様 1泊あたりの旅行代金です。 

旅行代金 

区分記号 
食事条件 旅行代金 食事条件 旅行代金 

S 1泊 2食 13,500円 1泊朝食 12,000円 

A 1泊 2食 11,500円 1泊朝食 10,000円 

B 1泊 2食 10,500円 1泊朝食 9,000円 

C 1泊 2食 9,500円 1泊朝食 8,000円 

※ 2泊以上をご希望の場合には、泊数に応じた旅行代金が必要となります。 

※「朝食のみ」施設で夕朝付ご希望の場合は、近隣の食事施設でお使いいただけるジェフグルメカード(1,500 円

分)をご案内いたします。(ジェフグルメカード…全国約 35,000店舗の加盟店でご利用いただける全国共通お食

事券です) 

※指定された食事条件においてその食事が不要となりましても返金できません。また、お飲み物代等の個人勘定

は各自ご精算となります。 

  ※朝食は、朝 6時 30分～9時を開始時間とさせていただきます。（一部は 6時開始となります） 

  ※宿舎により、朝食が軽食となることがあります。  

※原則として、監督・選手・応援生徒は定員利用（1 室 1～3 名）でのお部屋割りになります。宿舎によっては、全

室シングルになる場合もございます。 

 

 

（３）宿泊施設について 

① 具体的施設名は、後述の「宿泊施設一覧表」をご参照下さい。（１泊から申込可能です） 

② 洋室の場合は、シングル・ツイン・トリプルのご用意となり、エキストラベッドを含めた対応となる場合があ

ります。 

③ お申込の際には、必ず料金区分の希望を（第 3希望まで）入力下さい。 

④ 宿泊地域・宿泊施設・部屋タイプを指定してのお申込みは受け付けできません。宿泊ランクにてお申し

込み下さい。 

⑤ 小学生も同料金となります。（但し、部屋割り等配慮を要する場合もございますので明記下さい。） 

未就学児については、専用サイトの入力またはサポートデスクにご相談下さい。 

     ⑥ 禁煙ルームは、選手を優先にご案内しますが、空室状況により喫煙ルームを消臭対応しご案内する場

合があります。 

     ⑦ 大会会場までの計画輸送は行っておりません。各自にてご準備下さい。 

     ⑧ アメニティ・備品に関しては各宿泊施設により異なります。最終案内でご確認下さい。 

     ⑨ 相部屋は受け付けておりません。 

 

 

   【宿舎リストと大会会場近辺の事情について】 

     ※ 1泊 2食対応できる宿舎については限りがございます。 

     ※ 客室在庫室数に限りがある為、希望ランクに沿えず、別ランクの宿舎、その他宿舎や食事条件の異なる

宿舎をご案内することがあります。 

※ ランクのご希望は承りますが、宿舎施設名のご希望は承れません。 

     ※ 前々泊と閉会後の宿泊については宿泊数に限りがありご相談させていただく場合があります。 

     ※ 視察員・報道関係・保護者・一般応援等の配宿については、原則 1泊朝食付の宿舎とさせて頂きます。 

     ※ 日環アリーナ栃木(栃木県総合運動公園東エリア)の最寄り駅は、東武鉄道西川田駅（約 2 ㎞、徒歩 25

分）・JR雀宮駅(約 2.8km、徒歩 35分)となります。 



     ※ JR宇都宮駅・東武宇都宮駅・JR雀宮駅から大会会場までタクシーをご利用の場合の参考概算料金 

        ・JR宇都宮駅～大会会場・・・約 3,500円  

・東武宇都宮駅～大会会場・・・約 3,000円 

        ・雀宮駅～大会会場・・・約 1,700円 

※ 新型コロナウイルス感染症対策の為、施設により朝・夕食はお部屋食(お弁当ご用意)となる場合がござ

います。予めご了承ください。 

 

2021年 7月 19日時点 （第５2回全国中学校体育大会 卓球大会 宿舎リスト） 

エリア 旅行代金

区分記号 

宿舎施設名 部屋ﾀｲﾌﾟ 

（全室バス・トイレ付） 

基本 

食事条件 

JR宇都宮駅西口 S 

 

ホテルニューイタヤ 洋（シングル・ツイン・トリプル） 夕朝食 

JR宇都宮駅東口 ダイワロイネットホテル宇都宮 洋（シングル・ツイン・トリプル） 朝食のみ 

JR宇都宮駅東口 A 
ホテルサンシャイン宇都宮 洋（シングル） 

朝食のみ 

(軽食) 

JR宇都宮駅西口 リッチモンドホテル宇都宮駅前 洋（シングル） 朝食のみ 

東武宇都宮駅 
ホテルザセントレ宇都宮 洋（シングル・ツイン） 夕朝食 

ホテルアーバングレイス宇都宮 洋（シングル） 朝食のみ 

壬生町 ホスピタルイン獨協医科大学 洋（シングル・ツイン） 夕朝食 

JR宇都宮駅西口 B スマイルホテル宇都宮西口駅前 洋（シングル・ツイン） 朝食のみ 

宇都宮市 コンセーレ 洋（シングル・ツイン） 夕朝食 

JR宇都宮駅東口 
C スマイルホテル宇都宮東口 洋（シングル・ツイン） 朝食のみ 

宇都宮東ホテル 洋（シングル） 朝食のみ 

JR宇都宮駅西口 

東横イン宇都宮駅前２ 洋（シングル・ツイン） 
朝食のみ 

(軽食) 

ホテルサンロイヤル宇都宮 洋（シングル） 朝食のみ 

セレクトイン宇都宮 洋（シングル・ツイン） 朝食のみ 

 

 

（４）配宿について 

① 配宿は、原則として申し込み受付順、場合により実施本部（競技部）と相談の上実施させて頂きます。 

② ご希望ランクを配慮させて頂きますが、各ランクの収容人員が満員に達した場合は、やむを得ず 

希望ランク以外の宿舎、その他の宿舎、食事条件の異なる宿舎への配宿を行う場合がありますので、 

予めご了承下さい。 

     ③ 配宿は、選手・監督・引率教員を最優先し、次に応援生徒・バス乗務員まで同宿を優先とします。 

保護者、一般応援につきましては、原則、その後の配慮となりますので、予めご了承下さい。 

     ④ 宿舎によっては、駐車場が限られている場合もございます。宿舎が決定後、直接お問い合わせ下さい。 

また、有料の場合は当日現地にてご精算をお願いします。 

 

 

（５）欠食控除料金について 

  選手・監督・引率教員・応援生徒・バス乗務員・役員・視察員・報道関係の方で、都合により朝食を欠食さ 

れる場合でも、朝食の欠食控除料金設定はありません。予めご了承下さい。また食事条件の変更受付は 

宿泊初日から起算して３日前の１５時までとなります。それ以降の欠食については権利放棄対応とさせてい

ただきます。 

 

 



（６）その他条件等 

① 旅行代金に含まれるもの・・・宿泊費(1泊につき朝食付または夕朝食付)、消費税等諸税、旅行取扱料金

が含まれています。 

② 旅行代金に含まれないもの・・・上記以外は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 

(1) 個人的性格の費用：クリーニング代、電話代等(2)傷害・疾病に関する医療費(3)任意の旅行傷害 

保険(4)大会会場・宿泊地までの交通費 

③ チェックイン・チェックアウト時間は最終でお送りする「ホテル案内」をご参照下さい。 

規定以外の時間のご利用には、追加料金が必要となる場合がございます。 

④ 最少催行人員 １名 

⑤ 添乗員は同行致しません。大会会場にはツアーデスクを設置し、係員が駐在します。(大会開催時間内) 

⑥ その他条件は、㈱近畿日本ツーリスト関東の募集型企画旅行約款によります。  

⑦ 宿舎への移動は各自でお願いします。 

⑧ 宿舎へのアレルギー対応は各自、直接施設と相談下さい。但し全ての対応が不可の場合もあります。 

 

 

４． お弁当の取扱いについて（※お弁当は旅行契約に該当しません。） 
 

（１）取扱期間は令和３年 8月 23日（月）～8月 26日（木）です。 

（２）料金は、1個 900円（パック茶付・税金込）です。 

（３）宿泊申込時に必要事項を入力しお申込み下さい。 

（４）当日は、競技会場弁当引換所にて 11：00～13：00 の間に引き換えします。その際、サポートデスクからメー

ルされた「宿泊決定通知書 兼 弁当予約確認書」が必要となりますので必ずご持参下さい。 

（５）弁当殻の回収は 15：00迄です。時間内に弁当引換所までご持参下さいます様ご協力をお願いします。 

（６）ご注文の際は、宿泊同様必要事項を入力し申し込み願います。 

また、支払いにつきましても宿泊と同様となります。 

（７）事前注文以外の当日の弁当販売はいたしません。会場近辺に飲食店が十分にございませんので、お弁当

のご注文をお勧めします。 

（８）弁当の受け取りは、申込単位にてお願いします。 

（９）季節柄、弁当受け取り後は必ず 30分以内にお召し上がり下さい。炎天下での保管はされないようお願いし

ます。 

（１０）食中毒防止のため受け取りに来られないお弁当につきましては 14:00をもって廃棄させていただきます。 

（１１）アレルギー対応設定メニューはありません。申し込みの際はご注意下さい。必要な場合は申込せず、 

各自でご用意をお願い致します。 

 

５． お申込み 
 

（１）申込方法・締切について 

  ① 出場が決定次第、速やかに所定の専用ＷＥＢサイトにてお申し込み下さい。 

Ｗｅｂページは令和３年 7月 27日（火）15時 00分から公開予定です。 

令和 3年度 第 52回全国中学校卓球大会 宿泊・弁当申込専用ホームページ 

《 https://www.knt-kt.co.jp/ec/2021/jhs_tabletennis/  》 

② お客様との旅行契約の成立時期は、ご旅行代金お支払いが完了した時点となります。 

③ お電話等での口頭による申込・変更・取消は一切行っておりませんので、ご了承下さい。 

④ 申込期限日（締切日）は、令和３年 8月 12日（木） １2時 です。 

※出場が決定次第、速やかにお申し込みください。 

⑤ お申込完了後、確認画面にて内容の確認をお願い致します。 

⑥ 配宿には一定の時間をいただき、同年 8月 18日(水)を目途にご回答予定となっております。 

⑦ 専用WEBサイトでの申込後に必ず「宿泊者名簿」を 8月 12日(木)13:00までに大会専用 E-mail宛 

お送りくださいますようお願い致します。 



（２）宿舎決定通知書・弁当予約確認書について 

① 申込責任者メールアドレスに、令和３年 8 月 18 日（水）目途に、「予約確認書」「ホテル案内」をメールに

て送信予定です。                                        

② 「予約確認書」を受信次第、下記の口座へ令和３年 8月 20日（金）までにお振込みをお願いします 

③ お振込みの際の依頼人名は、「学校名＋申込責任者名」で入力して下さい。 

         ⇒（例）「○○中学校 ××××」より （××××は申込責任者名） 

④  振込手数料は申込責任者様にてご負担下さい。 

⑤  受信された「予約確認書」は、当日必ずご持参下さい。 

⑥  振込後に変更・取消が生じた場合は、大会終了後、サポートデスクよりご指定の口座に返金させてい   

ただきます。 

⑦ 宿泊施設の詳細については「ホテル案内」をご参照下さい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

６． 変更・取消 

取消日基準日は営業時間内（営業時間を過ぎた場合は翌日受付扱いとなります） 

【宿泊の取消料】 
 

申 出 日 
宿泊日の 3日前～ 

2日前までの取消 
宿泊日前日の取消 宿泊日当日の取消 

旅行開始後または      

無連絡の不泊 

取 消 料 代金の 20％ 代金の 40％ 代金の 50％ 代金の 100％ 

  ※宿泊の取消料については 1泊目から起算します。2泊目以降の取消に関しては旅行開始後の扱いとなり 

取消料は宿泊代金の１００％となります。 

 

【弁当の取消料】 ※弁当は旅行契約に該当しません。 
 

申 出 日 利用日前日の 15時までの取消 利用日前日の 15時以降の取消 

取 消 料 なし 弁当代金の 100％ 

① 受付締め切り前に、宿泊・弁当共に必要数に変更・取消が生じた場合は、その都度 WEB サイト上で変

更入力をお願い致します。 

② 受付締め切り後に、変更・取消が生じた場合は、大会専用 E-mail宛に変更依頼日を記載の上、変更内

容を記入しメールにてご連絡をお願いします。なお、配宿後の増員の場合は、同施設をご用意出来兼

ねる場合がございます。ご了承下さい。〔大会専用 E-mail／tochigi-2021tabletennis@or.knt.co.jp〕 

     （お電話での口頭による変更・取消は一切行っておりませんので、ご了承下さい。） 

③ 宿泊の変更・取消後には、原則、再度予約確認書をＦＡＸまたはメール送信いたします。 

④ 入宿日以降に宿泊人数を変更・取消をされる場合は、サポートデスク、または当日のツアーデスクへの   

連絡と合わせて、宿舎にも連絡をお願いします。ご連絡がない場合、無連絡扱いとなる事があります。 

 

 

[お振込先] 

三菱 UFJ銀行 振込第二支店 普通預金 ８６４０２２８ 

口座名  株式会社近畿日本ツーリスト関東  

       カ)キンキニッポンツーリストカントウ 

mailto:大会専用E-mail／tochigi-2021tabletennis@or.knt.co.jp


７． 領収証について 
 

① 領収証をご希望の学校は、領収証発行依頼フォームに必要事項を入力の上ご依頼下さい。大会終

了後に郵送させていただきます。（受付は、令和３年 8月 31日（火）までとします。） 

         但し、申込内容と異なる表記、金額欄を空欄、上様や宛名無しとする領収証は作成できませんので、 

ご了承下さい。 

② 一旦発行した領収証の差し替えは発行済領収証と返信用封筒同封の上、郵送にてご依頼下さい。 

 

 

８． その他 
 
ご不明な点はサポートデスクまでお問合わせ下さい。なお、大会期間中は大会会場のツアーデスクにて対応

します。旅行条件書・旅行業約款・個人情報保護方針等は当社ホームページにてご確認下さい。 

当社ホームページ https://www.knt-kt.co.jp/privacy/ 

 

旅行企画・実施（お問い合わせ先） 

 

株式会社近畿日本ツーリスト関東 宇都宮支店 

観光庁長官登録旅行業第 2052号 一般社団法人日本旅行業協会正会員 

旅行業公正取引協議会正会員 ボンド保証会員 

  担当者：清水・藤倉・森 ／手配担当者：荒井 

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り 1-4-22MSC第二ビル 6階 

TEL 028-346-5521 FAX 028-346-5499  大会専用 E-mail／tochigi-2021tabletennis@or.knt.co.jp 

※営業日：平日 10:00～17:00（休業日：土・日・祝日） 

休業日と営業時間外の取消・変更のお申出には対応できませんので、翌営業日の受付となります。 

 

総合旅行業務取扱管理者：中村 英二 

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約

に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。 

（旅行代金算出基準日 2021年 4月 22日) 

 

※お申込の際には、詳しい国内募集型企画旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、必ず内容を事前にご確認

のうえお申込ください。 

 

 当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、国内募集型企画旅行約款の特別補償規程で定めるところによ

り、お客様が旅行参加中に急激かつ、偶然な外来の事故によってその生命、身体又は手荷物の上に被った一

定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。 

 

 個人情報の取扱について 

お客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配のためにご利用させていただくほか、必要な範囲内において当該 

機関等に提供いたします 

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引責任者です。 

このご旅行の契約等に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理

者にご質問ください。 

 

 

 



 

登録番号 5410-21-05-0001 

個人情報の取扱いについて 

当社は、お申込みの際に提出された申込み用紙等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させ

ていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサ

ービス受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。 

上記以外の目的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。 

 

個人情報保護管理者：中村 英二 

(株)近畿日本ツーリスト関東 個人情報保護方針：https://www.knt-kt.co.jp/privacy/ 









熱中症対策に「ポカリスエット」

ポカリスエットは、日本中学校体育連盟の推奨品です。

全国中学校体育大会
令和3年度

大塚製薬は、全国中学校体育大会を応援しています。

今大会は、水分補給も
自己管理となります。
各自で必要な水分量を
“準備”することが大事です。
適切な水分補給でコンディションを
整えるようにしましょう。

感染対策のため、開催期間中の飲料提供はございません。
事前に配布されている製品（ポカリスエット粉末＋スクイズボトル）をご活用ください。

ポカリスエット 熱中症対策の水分・電解質（イオン）補給に

発汗により失われた水分と電解質（イオン）を速やかに補給

ポカリスエット
1L用粉末

ポカリスエット
スクイズボトル
日本中学校体育連盟
ロゴ入り

1L用×5袋

参加選手用

ポカリスエット

※スラリー状とは個体粒子が液体に分散した流動体の状態です。

特長❶ ポカリスエットの電解質バランス

特長❷ 凍らせてスラリー状※になる新組成

特長❸ 常温保存可能（賞味期限9ヵ月）

特長❹ 100gの飲み切りタイプで一気にクールダウン 

●約4時間で冷凍できます。（家庭用冷蔵庫－18°Cの場合）
●何度凍らせてもスラリー状になります。

＜イメージ＞

ポカリスエット アイススラリー
氷が飲める、身体の芯から冷やす

アイススラリーとは細かい氷の粒子が液体に分散した状態の飲料で、
流動性が高いことから通常の氷よりも体の内部を効率よく冷やすといわれています。

「汗の飲料」をコンセプトに開発。発汗

により失われた水分と電解質（イオ

ン）をスムーズに補給できます。体液に

近いイオンバランスだから、すばやく

やさしく吸収でき、カラダのすみずみ

まで潤してくれる健康飲料です。



感染リスクを避けるため、マスクを着用しましょう。
受付、着替え、表彰式等の競技を行っていない間、特に会話する時には、マスクの着用を徹底することが大切です。

しかし、マスクを着けると熱がこもったり、のどの渇きを感じにくくなるなどの理由によって、
熱中症のリスクが高まります。

従来以上に徹底した熱中症予防行動を取りながら、感染対策との両立を図りましょう。
競技中は各競技のルールに従ってください。

出典：公益財団法人日本スポーツ協会・公益財団法人日本障がい者スポーツ協会「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」を改編

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります。

注 意

中学校スポーツ振興推進費還元自動販売機

大塚製薬は、公益財団法人 日本中学校体育連盟の
特別賛助会員です。

この自動販売機の売上金の一部は設置している
都道府県の中学校のスポーツ振興に充当されます。

公益財団法人 日本中学校体育連盟
Nippon Junior High School Physical Culture Association

熱中 太郎

安全な部活動・大会の実施のために　https://nippon-chutairen.or.jp/action/action2/

【日本中学校体育連盟ホームページ】安全な部活動・大会の実施のために「暑さ対策」

安全な部活動・大会運営のため、選手・関係者・応援者の皆様でぜひご活用ください!

トップページより
「安全な部活動・大会実施のために」をクリック。

日本中学校体育連盟ホームページ
https://nippon-chutairen.or.jp

熱中症からカラダを守ろう
（情報ページ） スポーツ活動中の

熱中症予防ガイドブック
（改訂ポイントPDF）

汗をとりもどせ!
みんなで防ごう、熱中症
（教材案内PDF）

熱中症対策アドバイザー
（資料PDF）

中学校スポーツ振興推進費
還元自動販売機
（資料PDF）

オオツカ・プラスワン
（通信販売）


