
第� 20聞 京丹後 ラ・ノーノレカップ。大会参加者募集要項� 

1、 議 丹後ベタンク鎮楽部� 

2、 後 援 京都府ベタンク協会� 

8、開催日 平成27年� llJ=1 1日(日〉

受付 午前8待00分--8持� 20分

開会式 午前8時30分 試合開始 罷会式終了後直ちに行う。� 

4、 場 峰山造中ケ丘公隣グランド (京都府京丹後市峰山町長関 876 ) 

0772-62…� 7470 

5、参加資格 ベタンク強妊者� 

6、場券加費� 1チーム� (2名)� 4，000円� 

7、 ム数 ダブソレス� 64チーム ( 予定をしています。)� 

8、試合形式� @¥γプルス ( 男女混合自由� ) 


o予i議リーグ 4チ…ムを� 1ブロック� (11点先数 )ブロック 1{:立を決めるo
 

o決勝トーナメント戦: ブロック� 1位〈又は上段)� 1 6チーム� ( 1 1点先取� )。下位グループのエンジョイマッチ� 4チームのリーグ戦� ( 9点先取� ) 

*爵忍控:IJ、雨決行 荒天時中止(小雨時の問い合わせ:当日 午前7時以降) 
  

O 携帯� 090…9057-8045 (尾畑興市 会長〉 
  

O 携帯� 090-3624-3800 ( 絵 本 美 都 子 事 務 馬 〕 
  

9、大会規窓� 

(1) リーグの組み合わせは、主催者で行います。� 

(2) 誌ヌドベタンク・プーノレ連盟競技規那を準用しますが、一部本大会ローカノレノレーノレを滴用します。

(3) 議期として綴互審塑jで進めますが、裁定盟難な場合は饗判践で裁定します。

(4) その他む� 

10、 表 彰

(1)決勝グル…プトーナメント戦は� 

O 	欝勝、準鑑欝、� 3{:立 (2チーム)Iこ賞品と誤賞、� 5位入繋� (4チーム)、以下は敢髄績と

して賞品を用意しています。� 

(2)下栓グループのエンジョイ?ツチは、各pーグ 1位� (12チ…ム)を京丹後賞として紫品を

用意しています。



11、申込み方法 下記の申込用紙記記入の上、参加襲、又は援込寵鰐蓄を捺えて郵送でお願いします。

千627酬� 0004 京都府京丹後市鋒出昨葉山� 132…� 3 

o 事務局 松本美都子 葉言語� 0772-62-2680 (携帯-090・3624・3800)

その後、申込完了チームには、郵便ハガキで通知じます。{指 ハガキ詰参加誌とします。〉

千627-0052 京都府京丹後市峰山町五箇� 293-1 丹後ベタンク撰楽部 尾類与市

(株)ゅうちょ銀行 普通預金 記号� 14420 番号� 28928301 オパタヨイチ� j 

12、申込締切り

平成� 27年� 10月12日 (月) 必� 

13、選手変更 参加申し込み後の灘苧変驚は、当日受付に申し出て下さい0 

14、その也� 

s 参加者の鍵康等i立、'*自 て現き…切の責任は負いません。� 

e 参加費誌欠場の場合でも返金しませんのでご了承下さい。� 

15、昼食 昼食の必要な方は、下記申込み審にご記入ください。(� (300円相当品)� 

16、語 治 前詩語、当日治等合ご場獲の方は、ご自身でご予約下さい。(別紙噂議会照)

員、ご不明な点等が榔蟻いましたら、事務局まで遠麗なく摺い合わせて下さい。

…盟・・…安…日程.・・ ω雪山網"“義網..…… ~.1ç.t註護霊主~..Jさヱ言"立よ設議長三主的こし………..
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宿泊ホテルのご案内

下記のホテルをご議内いたします。

当話会場へ法案で5分""1 0分以内の距離に依臆しています。

指浩肴望の方はご自身で予約をお願いします。� o印のホテノレについては予約時に 『ペタンク

大会参加者JIと告げて下さい。前日・当日のいろいろ対応の可能なホテルでも島ちます。� 

O ホテルっかさ婚!lI

例:シングノレ� 5，500爵-- 6，000丹ツイン� (1護)� 10，000円-- 11，500円

和室2名 ，∞11 o円-- 11，500円

{ 朝食割引縁付き� ) 

t官L 0772胸� 6公5771 FAX 0772制� 62・5231

(ここは、朝食が午前7時からになちます。)

金、ンティーホテル輪出

関:シングル� 5，200問 エコノミーツイン� (1護j 9，900円� 

{朝食:無料アジーパイキング等) 

TEL 0772・69・5100 FAX 0772-69-5101 

(ここは、懇親会.t'>.，.の送迎が出来ます。)

・(上簡は、消費説引き上iず前の料金です。)� 

O プラザホテル吉翠苑� 

TEL0772・62・5110 FAX 0772-62・5115

{上詑3ホテルの住所は、京丹後市峰山町内です。)� 

O セントラーレホテル京丹後� 

TE L 0772-68繍� 1122 FAX 0772-68-1066 (京丹後前大宮釘)

食以上が会場に近いホテル等です、詳細については、インターネット等で御鯛ペ下さい。

不明な点や詳しくは直接ホテルにお問い合わせ下さい。

ホテル以外にも菅ながらの掠錨iも有りますが早めの単備をお願い致しますe 以上。九



第 2'0回 京丹後ラ・ノーノレカップ大会の

『交流前夜祭(懇親会)Jのご案内

丹後ペタンク倶楽部

全全斗 交流前夜祭のご案内

恒例となった 交流前夜祭〈懇親会)を企画し、『カニすき・かに雑款J食べ放題 .w丹
後の新鮮な魚の艇身』のメニユ山、そして酒・ピ}ノレ・焼酎の欽み放題で素描しており

ますが、 f大会も長いけど前疲祭が楽しみ、必ず行くで "Jと大好評となり、今回も安

舗な提供で Fカエすき鍋・刺身』等で前夜祭懇親会を計調しておちます。 程し、カニ

解禁になっておりませんので地元カニやコッペガニは有ちませんのでご了承下さい。

懇親会i玄関穣会場近くの地域公民館で行います〈昨年は約 70名近い参加者でした。)

.前夜祭懇親会の舎費は 6. 000円相詣を予定しています。

(女性の奉加者は 5J 5，00円相当の案内ですので、宜しくお願いします} 

fカエニスキ鍋と雑炊・魚等の刺身・アルコ -Jレ類等j

.丹後ペタンク慎楽部会員と命、懇親会ともなります鐙多くの皆さんの参加を期待しま

主L 
o受付 午後 6時~ 開始午後  6時 30分.......8時 15分頃 終了予定

金色左 前日の練習会場のご案内

前畠の競曹会場を大会場横のすプグラウンドに用意しています。

期自  10月 31日〈土)

時間: 午後 1時ごろから 4時ごろまで


場所  r雄山途中ヶ丘公圏サプグラワンドJ

自由にご使用いただく予定です。



