
2022年度第95回関東陸上競技選手権大会兼日本陸上競技選手権大会関東地区予選会 

≪ 宿泊・弁当 申込要項 ≫ 

 

1、基本方針 

第95回関東陸上競技選手権大会の宿泊及び昼食の確保を万全に期することを目的とし、次のように定めさせて頂きます。 

（1）関東陸上競技選手権大会実行委員会（以下「実行委員会」という）の宿泊・弁当・輸送基本方針に従って実施します。 

（2） 本大会参加者の宿泊・弁当・輸送に関しては、本要項により必ず大会実行委員会指定業者（㈱ＹＢＳＴ＆Ｌ）を通じ

て申し込むものとします。指定外の宿泊施設の利用は原則として認められません。指定宿舎以外の宿舎を利用の

場合、緊急時の通達ができず、また必要書類の受け渡しができないことが予想されます。 

※宿泊は募集型企画旅行契約、輸送は受注型企画旅行契約となります。 

（3） 宿泊割当は、お申込単位、男女の別や引率・選手の別等を考慮してお部屋割りを行ないます。 

 
2、宿泊・弁当斡旋期間 

【宿泊】 2022年8月18日（木）～20日（土） 3泊分 

【弁当】 2022年8月19日（金）～21日（日）  3食分 

 

3、宿泊条件およびご旅行代金（税金・サービス料込み） 

エリア ホテル名称 
宿泊料金 宿泊料金 

部屋タイプ アクセス 駐車場利用 
1泊2食 1泊朝食 

甲府市 

甲府ワシントンホテルプラザ － 8,000円 シングル・ツイン 甲府駅より徒歩15分 有料 

ホテルクラウンヒルズ甲府 － 9,500円 シングル・ツイン 甲府駅より徒歩5分 有料 

アーバンヴィラ古名屋ホテル 20,000円 16,000円 シングル・ツイン 甲府駅より徒歩10分 無料 

センティアホテル内藤 － 7,000円 シングル 甲府駅より徒歩15分 有料 

東横イン甲府駅南口２ － 8,000円 シングル 甲府駅より徒歩5分 有料 

アパホテル甲府南 12,000円 10,000円 シングル 甲府駅より車で10分 無料 

コンフォートイン甲府 － 9,000円 シングル・ツイン 甲府駅より車で20分 無料 

ドーミーイン甲府 － 12,000円 シングル 甲府駅より徒歩15分 有料 

ホテルルートインコート甲府 11,000円 9,500円 シングル 甲府駅より車で10分 無料 

甲府記念日ホテル 18,000円 13,000円 ツイン・和室 甲府駅より車で10分 無料 

ホテル談露館 20,000円 16,000円 シングル・ツイン 甲府駅より徒歩10分 無料 

城のホテル甲府 － 12,000円 シングル・ツイン 甲府駅より徒歩5分 有料 

湯村ホテル － 9,500円 シングル・ツイン 甲府駅より車で10分 無料 

山城温泉 9,000円 7,000円 和室 甲府駅より車で20分 無料 

ホテルＡＺ山梨甲府南ＩＣ 7,500円 6,500円 シングル 甲府駅より車で20分 無料 

ホテル１・２・３甲府 8,000円 － シングル 甲府駅より車で15分 無料 

スーパーホテル甲府昭和インター － 12,500円 シングル 甲府駅より車で15分 無料 

笛吹市 

スパランドホテル内藤 － 10,000円 シングル・ツイン 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテルルートインコート甲府石和 － 9,500円 シングル 石和温泉駅より車で10分 無料 

チサンイン甲府石和 － 8,500円 シングル・ツイン 石和温泉駅より車で10分 無料 

石和常磐ホテル 12,000円 － 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテル平安 10,000円 9,000円 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテル新光（大江戸温泉） 10,000円 9,000円 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテルきこり 10,000円 8,000円 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテル花いさわ 12,000円 － 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

石和びゅーホテル 12,000円 － 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテル八田 10,000円 － 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

ホテル千石 10,000円 9,000円 和室 石和温泉駅より車で10分 無料 

甲斐市 湯～とぴあ 11,000円 9,000円 和シングル・和ツイン 竜王駅より車で10分 無料 

中央市 ホテルルートインコート山梨中央 11,000円 9,000円 シングル・ツイン 東花輪駅より車で10分 無料 

南アルプス市 ホテルルートインコート南アルプス － 9,500円 シングル・ツイン 東花輪駅より車で20分 無料 

 

＜弁当代金＞800円（税込、お茶付き） 

 

 

 

 

 



4、宿泊・弁当の申込み方法 

宿泊・弁当は、6月13日（月）～7月15日（金）の期間に専用お申込みサイトでお申込みいただきます。 

「山梨陸上競技協会」ホームページ⇒「令和2年度 第93回関東陸上競技選手権大会宿泊・弁当予約サイト」より申込

内容を入力してください。登録時に予約番号が付与されます。サイトログイン時は登録メールアドレスとパスワー

ドが必要になります。 

※参加者名簿の登録も併せてお願い致します。 

◎宿泊・弁当お申込みサイト  https://www.ybs-travel.jp/receipt/kanriku/ ※6月13日（月）より稼働開始 

7月15日（金）現在のお申込み人数にて請求金額とさせていただきます。7月16日（土）以降発生した人員変更等につい

ては別途ご対応させていただきます。宿泊・弁当のお申込みに係る郵送物はございません。すべて専用お申込みサイ

ト上でご確認いただき、必要な書類は印刷をしてご持参下さい。 

※お申込みいただきました宿舎クラスにてご予約出来ない場合がございます。 

ご希望に添えない場合、なるべく同等のクラスでお手配いたしますが、部屋数に限りがあるためご希望クラス

にならないこともございますのでご了承下さい。ホテルが確定次第、決定通知をメールにてご連絡致します。

サイト画面上でご確認いただき、印刷して当日ご持参ください。 

≪お申込みに必要な情報≫ 

①都県名 ②所属名 ③引率責任者のお名前、ご住所、電話・FAX番号、携帯番号、メールアドレス 

④交通手段（公共交通機関、大型バス、自家用車など） ⑥希望宿泊施設名 ⑦宿泊人数と宿泊者全員の氏名 ⑧お弁当の個数 

ご予約後、専用お申込みサイト上にて申込内容の確認書および請求書の発行が可能となります。 

 

 
5、欠食について 

食事は宿舎にて食べる事を原則とし、お取扱できません。 

（朝食時刻はホテルによって異なりますが、ご希望に添えない場合がございます。） 

 

6、変更・取消料について 

お申込み後の変更は、変更期間内〔6月13日（月）～8月15日（月）〕はお申込みサイト上よりご変更ください。 

※期間中も手配作業等のため一時的に受付を停止させていただく場合がございます。また、変更の締切は早まる可能性があります。 

大会開催中につきましては、ご来場の際に大会会場ツアーデスクまでお申し出ください。変更・取消しによる返金が発生した場合は、原

則として大会終了後にご返金（お振込み）致します。 

※お申込み内容の確実な修正のために、書面でのご変更手続きにご協力ください。 

 
≪宿泊に係わる取消料≫  ≪弁当に係わる取消料≫ 

取消日 

旅行（宿泊）開始日の前日から起算してさかのぼって 
取消料  

取消日時 

弁当受取日の前日から起算してさかのぼって 
取消料 

旅行（宿泊）開始日の8日前まで 無料  弁当受取日の8日前まで 無料 

旅行（宿泊）開始日の7日前から2日前まで 旅行代金の30％  弁当受取日の7日前から前日正午まで 1食につき50円 

旅行（宿泊）開始の前日 旅行代金の40％  前日正午以降 または無連絡 弁当代金の100％ 

旅行（宿泊）開始の当日チェックイン前 旅行代金の50％    

旅行（宿泊）開始後または無連絡不参加 旅行代金の100％    

 

 

7、お支払いについて 

ご予約完了後、専用お申込みサイト上の「印刷（請求書確認）」にて支払金額をご確認いただけます。お振込先口座は請求確認書内にて 

ご確認ください。 

※お振込み期限：7月29日（金）までにお振込みください。（振込手数料はお客様にてご負担をお願い致します。） 

 

8、領収証について 

原則として、振込時などに発行される振込明細証などの証明書をもって領収証と致します。 

また、お申込時に［宛名］［但書］をご登録いただいた方のみ大会開催中に領収証を発行いたしますのでご来場の際に大会会場ツアーデ

スクまでお申し出ください。 

 

9、お弁当について 

大会会場ツアーデスク横の「お弁当受渡しデスク」にて11：00～12：30の間にお渡しいたします。 

※お弁当のゴミは14：00までに「お弁当受渡しデスク」へお戻しください。 

※競技会場周辺には食事施設が少なく付近での食事は困難な為、極力お申込みいただくことをお勧め致します。 

 

10、駐車場について 

小瀬スポーツ公園におきましては、駐車スペースに限りがある上、大会期間中に他競技団体の大会開催も予定されています。 

また、宿舎の駐車場は有料の場合が多く、高価である場合がありますので、公共交通手段のご利用をおすすめいたします。 

宿舎の駐車場につきましては、申込の際に駐車される車種等ご希望をご記入ください。 

これは、小瀬スポーツ公園の駐車場を確保するものではありません。 

 

11、本部宿舎について 

「春日居温泉 ホテル春日居」 〒406-0004 山梨県笛吹市春日居町小松855 TEL：0553-20-2000 FAX：0553-20-2001 

 

 

 

 

 

https://www.ybs-travel.jp/receipt/kanriku/


12、お問合せ先 

株式会社ＹＢＳＴ＆Ｌ ≪営業時間 平日09：00～17：00（土･日･祝日は休業）≫ 

「2022年度 第95回関東陸上競技選手権大会」 担当者：上野、小澤、日原 

〒400-8545 山梨県甲府市北口2-6-10 

TEL：055-231-3370 FAX：055-231-3377 

E-mail： taikai@sannichi-ybs.co.jp （全て半角英数字） 

 

13、お客様の個人情報の取扱いについて 

（1） 当社では、お客様からご提供いただいた個人情報を厳重に管理し、お申込いただいた宿泊の手配、チケット類の送付、 

お客様との連絡及び大会主催者への提供ならびにこれらに付随する業務を行うために利用します。 

（2） その他、当社の個人情報の取扱につきましては、当社のホームページ（https：//www.ybs-travel.jp/privacy）をご参照くださ

い。 

（3） 個人情報の取扱いに関する問合せ先 株式会社ＹＢＳＴ＆Ｌ TEL：055-231-3370 

 

＜大会メイン会場までのアクセス＞ ※今大会に合わせてのシャトルバスの運行はありません。 

【小瀬スポーツ公園】 〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町840番地 

●お車利用の方 

 ・中央自動車道甲府南インターチェンジで降りて、交差点を右折し、国道358号線を甲府駅方面へ。「南甲府署南」の交差点を右折

し、小瀬スポーツ公園通りを進む。（所要時間 約10分） 

●電車利用の方 

・JR中央線甲府駅で降りて、南口よりタクシーで約20分。 

・JR中央線甲府駅からJR身延線へ乗り換え、南甲府駅よりタクシーで約10分。 

●バス利用の方 

・JR中央線甲府駅南口バスターミナル3番乗り場より伊勢町経由（70系統）小瀬スポーツ公園行きに乗り、 

「小瀬スポーツ公園正門」または「小瀬スポーツ公園」で下車。（所要時間 約30分） 


