The 2022 Shikoku University Cup AJET Games touch rugby tournament
(2022 四国大学カップ AJET タッチラグビー大会)
開催案内
上記タッチイベントを以下の要領にて開催いたします。
開催日 ／ 2022 年 6 月 4 日（土）・5 日（日）雨天決行
会 場 ／ 三野健康防災公園グラウンド（三好市三野町清水字原緑 20-1）
対 象 ／ エンジョイクラスのチームを募集します。（タッチラグビーを通じて、JET プログラムで来日し
ている ALT の方々同士の親睦、日本人タッチプレーヤーとの交流を目的としております。また、タッチラグ
ビー経験の有無を問わず、競技を楽しむことを目的としておりますので、勝利至上主義のチームの参加はご
遠慮願います。）
今回は新型コロナウイルス対策をしながらの運営となりますので、参加チーム数を 15 チーム程度に限らせ
ていただきます。
構 成 ／ 1 チームの構成は、6 名以上なら何名でもかまいませんが、ミクストゲームを基本としておりま
すので、フィールドプレーヤーとして少なくとも 1 名の女性プレーヤーを出すようにしてください。
形 式 ／ エントリーチーム数にもよりますが、2 日間にわたり 7 分ハーフの試合を数試合楽しめるよう組
み合わせをしたいと思います。
※参加チームには申込締切後に改めて、組み合わせも含めた開催要項をお送り致します。

参加費 ／ 2 日間で¥3,000/人（1 日のみの参加：¥1,500/人）プレーヤーの方以外は無料
※お預かりした参加費は参加記念品や傷害保険料、グラウンド使用料等に使わせていただきます。

申し込み方法 ／ 締切日までに、エントリーシートをメールにて下記アドレスまで送信し、参加費を下記の
口座にお振込みください。（参加費納入確認後、正式な申込受付となります。）
申し込み先 ／

徳島県タッチ協会事務局 大矢 大佐久
住所：〒770-0868 徳島市福島 2-5-10
電話：090-9557-3390
メール：di072thewinger@hotmail.com
※エントリーシートは、エクセルファイルにてお送りします。

振込先 ／ 阿波銀行 助任橋支店

普通預金 1140980 口座名義

徳島県タッチ協会

締 切 ／ 5 月 9 日（月）※エントリー〆切前でも定員に達した場合、申込受付を終了させていただきます
ので、予めご了承願います。

お断り
今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、国の緊急事態宣言や自治体より活動自粛
要請が発出される可能性もあります。そういった場合、大会を中止せざるを得なくなりますが、
予め、ご理解・ご了承の程よろしくお願い申し上げます。
次ページ以降もご確認ください。
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新型コロナウイルス対策ご協力のお願い
新型コロナウイルス対策として、別添付のエクセルファイル記載の『エントリーシート』を申込用紙として使用
願います。その他、『体調管理チェックリスト（提出用）』、『遵守事項』、『体調管理チェックリスト（イベント終了
後個人管理用）』のシートも記載しております。
１）エントリーシートについて
参加者のイベント終了後の健康状態（感染状況）を確認するために、イベントに来場されるチーム関係者全
員の氏名・よみがな・年齢・性別・背番号（選手のみ）・住所・電話番号・区分１・区分２*を記載（登録）してい
ただくこととなります。登録者の個人情報については、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場
可否の判断および必要な連絡のためにのみ利用します。
*区分について：
区分１は参加者の特性の確認で、「選手」、「チームスタッフ」あるいは「サポーター」（応援のために帯同された方）
のどの区分に属するのかについて記載していただきます。
区分２は衛生パス（ワクチンパスポート）について、いずれの方法で参加要件を満たしているかを確認します。区分
は、「新型コロナワクチン接種証明提示」、「ＰＣＲ検査など陰性証明提示」あるいは「12 歳未満」となります。

登録メンバー変更の場合、新規に参加する方については速やかにその方の情報を主催者にご連絡ください。
イベント２週間前の体調管理確認の必要性から、登録期限はイベント 15 日前の 5/20（金）までとします。
（登録期限後、新規メンバーの追加はできませんので、予めご了承願います。不参加となる登録メンバー*に
ついては、その方のお名前をご連絡ください。チェックの対象外とします。）
*イベント直前まで参加できるかどうかわからない人について：イベント２週間前からの体調チェックが必要となりま
すので、とりあえず来場者の登録をお願いします。また、その該当者にも体調チェックをお願いしてください。

２）体調管理チェックシート（提出用）について
イベント２週間前から当日分までの体調チェックを上記エントリーシートにて登録した方全員に対し、お願い
いたします。チェック期間内に体調に問題が出た方については、残念ながら、イベント参加を辞退するようお
伝え願います。また、イベント当日の受付にて、来場者全員のチェックシートをチーム代表の方がとりまとめ、
提出願います。当日受付時の検温にて発熱（37.5℃以上）が確認された方およびチェックシートに不備（体
調チェックできていない日があるなど）がある方については、入場制限させていただきますので、予めご了承
の程よろしくお願いいたします。
タッチイベント終了後の体調チェックシート（イベント終了後個人管理用）も添付しておりますので、体調管理
にお役立てください。イベント後に体調に異変があり、新型コロナウイルスに感染したことが確認された場合、
必ず大会主催者に報告願います。（問題がなければ、提出の必要はありません。）
３）遵守事項について
イベント参加について、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、体調管理以外のことについてもお願いし
たいことをチェックリストに記載しております。チーム代表者の方は、当日のイベント参加者に対し、周知徹底
を行うようお伝え願います。（特にマスク持参については周知徹底をお願いします。）
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４）衛生パス（ワクチンパスポート）の提示について
イベント参加の選手・関係者全員に対し、新型コロナウイルスワクチンの接種（２回目）完了証明の提示を求
めることとします。健康上の理由により、ワクチン接種ができない人については、７２時間以内のＰＣＲ検査な
どの陰性証明の提示をお願いします。
受付時の混乱を防ぐため、接種証明および陰性証明の画像データをエントリーシートとともに主催者に送信
願います。
衛生パス提示例

ワクチン接種証明（例）

陰性証明書（例）

陰性証明書については、７２時間以内（6/1 以降の検査）という制約がありますので、陰性証明提示につ
いては、証明取得後すぐに証明書の画像データを主催者へ送信するか、大会当日の受付にて証明書のコ
ピーを提出願います。
各証明の画像については、例示の通り、参加者の氏名、接種歴あるいは医療機関による陰性証明が確認
できるよう撮影（印刷の文字が確認できる程度のデータの大きさ）をお願いいたします。
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その他お知らせ
AJET チームについて
この大会は JET プログラムで来日している ALT（AJET メンバー）の親睦を目的として創設されたので、AJET チ
ームを優先的にエントリー受付させていただきます。また、宿泊場所である四国三郎の郷のコテージについて
も優先的に割り当てをさせていただきます。（１団体につき１棟）
ただし、コテージは先着順の割り当てとなります。コテージ収容人数は最大 7 名なので、7 名を超えるチームは
コテージとは別にテントサイトを申し込む必要があります。四国三郎の郷以外の宿泊施設を利用することも可
能ですが、その際は各団体で宿舎の確保をお願いします。
※上記の例外として、イベント管理団体である四国大学パグおよびクローバーズ、AJET 徳島スタッフには、大
会準備および宿泊施設の管理業務のため、予めコテージが割り当てられております。
チーム区分は以下の通りです。
【AJET チーム】代表者が JET プログラムで来日中の ALT であること。
【非 AJET チーム】代表者は上記の要件を満たす必要はありません。
四国三郎の郷のコテージ利用については、申込〆切（5/9）後、コテージの空きがあれば、予約可能です。その
際も先着順の割り当てになります。その他は上記と同じです。
スケジュール（とりあえずの目安です）
6/4(土) １日目
0900 チーム集合・受付
1000 開会式
1010 代表者打ち合わせ
1030 第１試合開始
1600 １日目競技終了
6/5(日) ２日目
0900 チーム集合・受付
1000 第１試合開始
1300 ２日目競技終了・閉会式
1330 解散
個人の画像の使用について
このイベントに参加することにより、すべての参加者は写真撮影および動画撮影されることがあります。そして
その画像は競技およびイベントのプロモーションのために徳島県タッチ協会および AJET 徳島に使用されること
があります。予めご承知願います。
警備について
競技区域および宿泊場所において自分たちの持ち物の保管については、各チームの責任の下に行ってくださ
い。盗難や破損などの損害について、イベント主催者はいかなる責任も負いかねます。
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医療行為について
大会本部でドクターまたはトレーナーが待機しておりますが、Ｘ線撮影など専門的な医療行為を伴うケガなどに
ついては、近隣の救急病院などの医療機関での受診をお願いします。
保険について
最近の大会において負傷するプレーヤーが相次ぎましたので、本大会に対するイベント傷害保険に加入いたし
ます。保険料の一部は参加費に含まれておりますが、予めご了承の程よろしくお願いいたします。
日よけ用のテントについて
貸出していないので、各チームでご用意ください。
天候について
暴風警報や大雨警報などが発令されない限り、雨天でも予定通り競技を進行します。ただ、落雷があった場合
は競技を中断し、選手の皆さんには車の中に避難されるようお願いします。中断があった場合、競技時間の変
更など、大会本部でリスケジュールする場合もありますので、予めご了承ください。競技中に中断があった試合
の結果については、大会要項に詳細を記載します。
不可抗力について
A）もし大会本部が、不可抗力の出来事に関する以下の要件のもと、全体的あるいは部分的に責務を遂行でき
なくなった場合、トーナメント管理者は、これらの規定の下、業務遂行できない程度および期間の責任を免れま
す。
B）A）に加え、大会本部は、不可抗力の出来事が理由で業務遂行ができなくなった場合、個人あるいはチーム
に対し、支払われた参加費を返金する義務を負いません。
不可抗力の出来事：競技場およびその周辺で起こりうる以下の要件のいずれかあるいはすべてを含みますが、
以下の要件に限定されるものではありません。
・嵐、大雨、洪水、地震など自然災害の発生、あるいは
・火事、爆発など事故の発生、あるいは
・伝染病などの発生*、あるいは
・戦争、テロ、あるいは
・暴動、騒乱、あるいは
・適格な裁判権を持ち、正当に任命された裁判所による終局的差止命令、あるいは
・適切な運営管理ができない事実、状況、問題、行為など
*新型コロナウィルス感染症については、緊急事態宣言など国あるいは自治体からの自粛要請が発出された
場合となります。
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宿泊（四国三郎の郷利用）について
四国三郎の郷の規定に従い、施設利用をお願いいたします。
★四国三郎の郷・各料金
施設・サービス

コテージ

テント
サイト

貸しテント

施設利用料

貸し毛布

単価

￥12,560

￥3,650

￥1,560

￥830

￥200

備考

1 棟（最大 7 名）

1 区画
（テント 2~3 張り）

1 張り（約 5 名）

1名1泊
子供は¥410

1枚

非 AJET チームのコテージ泊について
この大会は JET プログラムで来日している ALT（AJET メンバー）の親睦を目的として創設されたので、AJET チ
ームを優先的にエントリー受付させていただきます。また、宿泊場所である四国三郎の郷のコテージについて
も優先的に割り当てをさせていただきます。（１団体につき１棟）
非 AJET チームについては、申込〆切（5/9）後、コテージの空きがあれば、予約可能です。その際、先着順の
割り当てになります。
※テントサイトについては、上記の制限はありません。
※上記の例外として、イベント管理団体である四国大学パグおよびクローバーズ、AJET 徳島スタッフには、大
会準備および宿泊施設の管理業務のため、予めコテージが割り当てられております。
宿泊時の注意点
新型コロナウイルス対策として、宿泊者全員に対し、体調管理チェックシートおよびワクチン接種証明（あるい
は陰性証明）を宿泊管理者に提出することが求められております。体調管理チェックシートおよびワクチン接種
証明（あるいは陰性証明）のデータは、大会受付時に提出していただいたものを共有しますので、個人情報の
利用について、予めご了承願います。
また、チェックイン時に宿泊者全員の検温が求められておりますので、チェックインの際はチームでセンターハ
ウスに集まり、順次検温を受けていただくようお願いします。
宿泊者の感染対策については、手指消毒やマスク着用など、宿泊者の責任において実践をお願いします。新
型コロナウイルス対策として、今回は飲食を伴う懇親会および消灯後にも交流を図れるようにするためのソー
シャルキャビンを設けておりません。他チームとの交流については、感染対策をしっかり取った上で、各自の責
任のもとでお願いします。
四国三郎の郷以外の宿泊施設利用の場合
利用団体各自でご予約の上、宿泊施設の規定および新型コロナウイルス対策を遵守の上、ご利用願います。
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