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開会式(前夜祭)

聞醒醒闇闇醒醒闇
国語語間聞醒醒聞圃

201 2年4月30日現在
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高知高

市卸商

5市1町　計34会場

臆凡例　△:開会式(前夜祭) ●:開始式後競技　○:競技　◎:競技終了後表彰式

◆:開始式　▲:公式練習　◇:開始式後競技･競技終了後表彰式　※ :予備日
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期日:2012年10月19日(金) 

時間:受付16:00開会17:00閉会19:00 

会場:高知新阪急ホテル 

〒780-8561高知県高知市本町4-2-50 

TEL,088-873-1111 

※JR高知駅より車で5分 

土佐電鉄高知城前駅すぐ 

高知龍馬空港より空港連絡バスで45分､県庁前下車すぐ 参加費用:1人5,000円(軽食､飲物､記念品付) 

申し込み:●各競技参加申込書に添付されている｢日本スポーツマスターズ参加登 

録用紙｣にてお申し込みください○ 

●参加者多数の場合は抽選にて決定し､抽選結果と参加費支払方 

法を通知します○ 

●当日参加は一切できません○ 
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【写真提供:オールスポーツコミュニティ　http://aiisports.jp/～
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バスケットボールソフトボールゴルフ(男女) 
(男女)(女子) 
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開会式水泳(男女)サッカー(男子)テニス(男女)軟式野球(男子)ソフトボール(男子) 
(前夜祭) 

笥守醜繊曇e 
バレーボールバスケットボール自転車競技(男女)ソフトテニス(男女)ボウリング(男女) 

(男女)(男女) 
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睡経国
公益財団法人日本体育協会スポーツ推進部スポーツ課
日本スポーツマスターズ201 2高知大会実行委員会事務局

公益財団法人高知県体育協会

囲襲臆競醸圃解団
公益財団法人日本水泳連投
公益財団法人日本サッカー協会
公益財団法人日本テニス協会
公益財団法人日本バレーボール協会
公益財団法人日本バスケットボール協会
財団法人日本自転車競技連監
公益財団法人日本ソフトテニス連理
公益財団法人全日本軟式野球連盟
公益財団法人日本ソフトボール協会
公益財団法人日本バドミントン協会
公益財団法人全日本空手道連投
公益財団法人全日本ボウリング協会
公益財団法人日本ゴルフ協会

TEL,03-3481-221 5

TEL,088-871-1 920

TEL,088-873-6263

TEL｡03-3481 -2306

TEL,03-3830-1 809

TEL｡03-3481 -2321

TEL｡03-5786-21 00

TEL｡03-3779-31 01

TEL｡03-3582-371 3

TEL｡03-3481 -2366

TEL｡03-3404-8831

TEL｡03-3481 -2380

TEL,03-3481 -2382

TEL,03-5534-1 951

TEL,03-3452-4501

TEL｡03-3566-0003

日本在住者で平成24年4月1日現在35歳以上を原則とする｡ (詳細は競技ごと別に定める)

⑥申込締切-8月上旬頃(詳細は競技毎にご確認ください)

⑥申込先-各都道府県競技団体


