
男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会宮城県予選会 

女子第３１回全国高等学校駅伝競走大会宮城県予選会 宿泊案内 

 

１ 宿泊申し込みについて 

（１） 宿泊申し込みは、『宿泊申込書』に必要事項をご記入の上、郵送又はＦＡＸにてお申

込みください。申込状況により、ご希望に添えない場合がございますので、予めご

了承ください。 

なお、電話でのお申し込みは受付できませんのでご了承ください。 

<お申し込み期限（締切）>令和元年 ９月２７日（金）必着 

※期日後の申込みについては配宿できない場合がございます。 

 

 

 

 

（２） 宿泊の回答は１０月 ８日（火）を目安に配宿終了次第、各校に連絡致します。万

が一届かない場合は、お手数ですがお電話にてお問合せ下さい。 

 

（３） 宿泊先の決定後、郵送またはＦＡＸにて「宿泊予約券」と合わせて請求書をお送り 

致します。払込取扱票を同封いたしますので請求書明記の金額を指定口座へ、期日

までにお振込みください。振込手数料はお客様のご負担となりますので予めご了承

ください。 

請求書に記載以外の個人的な費用（冷蔵庫、電話代等）は宿泊料金に含まれてい

ないので、チェックアウトの際に宿泊施設に直接お支払いください。 

（振込先） ゆうちょ銀行  

      口座番号 ０２２６０—6—１３９４４８ 

      口座名義 一般社団法人栗原市観光物産協会  

振込手数料 
通常払込み （窓口） 通常払込み （ATM） 

同一店宛 本支店宛 他行宛 同一店宛 本支店宛 他行宛 

5 万円未満 203 203 - 152 152 - 

5 万円以上 417 417 - 366 366 - 

 ※10 月以降振込手数料 

◆払込取扱票を利用しない場合  

（振込先） 七十七銀行 築館支店   

      口座番号 ９１５４６４７ 

      口座名義 一般社団法人栗原市観光物産協会 会長 佐々木和典 

<お申し込み先>  （一社）栗原市観光物産協会事務局 担当：高橋/高橋（淳） 

〒９８９-５６１２ 栗原市志波姫新熊谷２８４番地３（くりこま高原駅内） 

ＴＥＬ ０２２８‐２５-４１６６ ＦＡＸ ０２２８‐２５-４１８２ 



振込手数料 

通常払込み 

 （窓口） 

通常払込み （ATM） 

現金および他行キャッシュ

カードによるお振り込み 

七十七銀行キャッシュ 

カードによるお振込み 

同一店

宛 

本支店

宛 

他行 

宛 

同一店 

宛 

本支店

宛 

他行 

宛 

同一 

店宛 

本支 

店宛 

他行 

宛 

３万円未満 324 324 ６48 216 216  540 無料 108 432 

３万円以上 540 540 864 432 432 756 無料 324 648 

※10 月以降振込手数料についてはまだ未確定です。ご確認のうえお振込みください。 

 

（４） ＯＢや父母が応援のために宿泊を確保し、選手の配宿が困難にならないよう協力願

います。 

（５） 宿舎による大会会場までの送迎は一部の宿泊施設を除き、原則行いません。移動手

段については各校で確保願います。 

 

２ 宿泊料金（１泊２食付）について 

（１） 栗原市および周辺エリアの旅館・ホテルにてご案内致します。 

① 監督７，７００円 ②選手７，４８０円（消費税込）・・【区分１】 

② 監督８，８００円 ②選手８，５８０円（消費税込）・・【区分２】 

 

※ホテル配宿時、夕食の条件を提示できない場合がございます。別途一泊朝食の料金 

   をご提示のうえ配宿致します。 

（２）申し込み先について 

   〒９８９－５６１２宮城県栗原市志波姫新熊谷２８４番地３（JR くりこま高原駅） 

   一般社団法人栗原市観光物産協会  

   ＴＥＬ ０２２８－２５－４１６６  ＦＡＸ ０２２８－２５－４１８２  

 

３ 申込み後の変更・取り消しについて 

（１） お申込み後の変更、取消、追加につきましては誤手配防止のため、ＦＡＸにて 

   受付を致します。 

 

（２） お申込み後、ご都合により予約を解除される場合は、１名様につきまして下記の取 

消料を申し受けます。 

申し出期日 宿泊予定日３日前２日前 宿泊日予定日 前日 宿泊予定日当日 

取消料 宿泊料の２０％ 宿泊料の５０％ 

 

宿泊料の１００％ 

 



（３） 欠食について 

朝食・夕食の欠食につきましては施設により料金が異なりますので、施設別にご案

内させていただきます。 

 

（４） 精算について 

ご入金後、取消変更、欠食等による差額が生じた場合は別途請求書、精算書を発行

し精算を行います。返金方法については別途確認し対応いたします。 

 

宿泊区分表 

 

【区分１】 

宿泊区分２以外の 

栗原市および周辺エリアの旅館・ホテル 

 

【区分２】 

ホテルグランドプラザ浦島 

宮城県栗原市築館字下宮野町下１８ 

◎会場までの距離 １３キロ ２０分 

ホテルエポカ２１ 

宮城県栗原市志波姫新熊谷 279-2 

※４名１部屋 ５名１部屋利用除く 配宿の場合 宿泊人数分を区分１にてご案内 

◎会場までの距離  ８キロ １５分 

ホテルルートイン登米 

宮城県登米市迫町佐沼字中江５丁目１１番１号 

◎会場までの距離 １３キロ ２０分 

ホテルルートイン一関インター 

宮城県一関市赤萩鶴巻３３－１ 

◎会場までの距離 ２５キロ ２５分 ※東北自動車道 一関 IC-若柳金成 IC 間利用 

                   有料道路代の利用分の割引を行います。 

 

 

 

 

 

 



男子第７０回全国高等学校駅伝競走大会宮城県予選会 宿泊申込書 

女子第３１回全国高等学校駅伝競走大会宮城県予選会 宿泊申込書 

学校名 

 

 

                     高 等 学 校 

学校長  

連絡先 所在地 （〒    －    ） 

 

                                

                                 

ＴＥＬ                             

 

ＦＡＸ                             

監督及び 

緊急連絡先 

 

氏名                              

 

携帯番号                            

宿泊日 令和元年１０月１９日（土） 

宿泊人数 監督及び学校関係者 □男女予選参加 □女子予選のみ □男子予選のみ    

 

男     名   女     名   計     名 

生徒・付添生徒 

 

男     名   女     名   計     名 

合計 

 

男     名   女     名   計     名 

 

宿泊希望区分 

 

宿泊区分１□  宿泊区分２□  どちらでも可□ 

到着予定時間                            時頃 

利用交通機関  

駐車場利用 バス    台（中型・大型）  自家用車    台 を予定 

備考  

【宿泊申し込み・連絡先】 

〒９８９－５６１２ 宮城県栗原市志波姫新熊谷２８４番地３（ＪＲくりこま高原駅内） 

ＴＥＬ ０２２８－２５－４１６６ ＦＡＸ０２２８－２５－４１８２  



FAX 連絡送付先 ０２２８－２５－４１８２  （一社）栗原市観光物産協会あて 

 

事前に送金いただいた宿泊費の領収書について 

大会終了後、最終の宿泊実績と入金額を確認し送付いたします。記載方法でご希望ござい

ましたら、明細ご記入の上事前にご連絡いただきますよう宜しくお願いします。 

 

領収書記載方法・送付先 （学校名              ） 

 

宛名①                    

 

金額                     

 

但し書き 宿泊代として □引率 □生徒 □ドライバー（＠       ×  名） 

 

送付先                                      

 

 

宛名②                    

 

金額                     

 

但し書き 宿泊代として □引率 □生徒 □ドライバー（＠       ×  名） 

 

送付先                                      

 

 

宛名③                    

 

金額                     

 

但し書き 宿泊代として □引率 □生徒 □ドライバー（＠       ×  名） 

 

送付先                                      

 

 


