全国中学生ハンドボールクラブカップ２０２２開催要項
１．目

的

中学生クラブチームに広くハンドボール競技実践の機会を与え、技術の向上とスポ
ーツ精神の高揚をはかり，ハンドボールを通じて、仲間との交流や相互の親睦を深
め、中学生クラブチームの更なる普及と競技力の向上を図るものである。
２．主
催
公益財団法人 日本ハンドボール協会
３．共
催
さいたま市教育委員会
４．後
援
埼玉県 埼玉県教育委員会 さいたま市 （公財）埼玉県スポーツ協会
さいたま市スポーツ協会 さいたま市ハンドボール連盟 テレ玉
５．主
管
埼玉県ハンドボール協会
全国中学生ハンドボールクラブカップ実行委員会
６．協
賛
株式会社モルテン
７．会期日程
令和４年８月４日（木）〜８月７日（日）
（１）諸会議・開始式
８月４日（木）１３時００分～ クラブ部会
プラザウエストセミナールーム
１４時３０分～ 審判・ＴＤ研修会
プラザウエストセミナールーム
１６時００分～ 監督会議・開始式
プラザウエスト視聴覚室
（２）競 技 日
８月５日（金） ９時３０分～ 女子１回戦、男子１・２回戦 サイデン化学アリーナ
６日（土） ９時３０分～ 女子２・３回戦、男子３回戦 サイデン化学アリーナ
７日（日） ９時３０分～ 男女準決勝戦・決勝戦
サイデン化学アリーナ
（３）表彰授与
個人やチームへの表彰は試合終了後、授与式を開催する
８．会
場
サイデン化学アリーナ（さいたま市記念総合体育館） ※開館時間８時３０分
[さいたま市桜区道場４丁目３番１号] ○メインコート３面〔38m×20m〕
９．競技規則 令和４年度（公財）日本ハンドボール協会競技規則による。
大会使用球は、
（公財）日本ハンドボール協会検定球のモルテン＜ｄ６０＞とする。
男子は２号球（H2D4000-RW）、女子は１号球（H1D4000-BW）とする。
10．競技方法 ①トーナメント形式（２５分-１０分-２５分）
、タイムアウト前後半３回とする。
②１～３回戦は同点の場合、延長はなし、後半終了後に７ｍTC（５人）を行う。
③準決勝は第１延長・決勝は第２延長まで行い、同点の場合７ｍTC（５人）を行う。
11．参加資格 大会参加規程（合同チーム規定含む）に基づく。なお、参加の可否についてはクラブ
部会を経て中学生専門委員会で協議し決定とする。
（１）出場チーム
①令和４年度（公財）日本ハンドボール協会に登録したチームであること。登録区分を中学生
とする。
②出場希望エントリー後のブロック枠割り当ておよび出場チームの決定は日本協会が行うも
のとする。出場決定後に自己都合等でキャンセルした場合は、大会参加料の返金は行わない
ものとする。
③出場チーム数は、男子２２チーム、女子１８チームとし、各ブロック代表チームの選出は、
出場希望エントリーチーム数から比例割りとする。ただし、開催地枠男女１チームを設ける
ため、開催地枠男女１枠は比例割からは除き出場チーム数を決定する。
（２）個人
①令和４年度（公財）日本ハンドボール協会に登録した個人であること。
②各チームの選手、チーム役員の参加資格について、
（公財）日本ハンドボール協会の参加規定
による。
（３）チーム編成
①大会参加申し込みは、１チーム役員４名（JSPO 公認資格所有者が１名以上いることが望ま
しい）内１名を責任者とし選手は２０名以内とする。ただし、ベンチ登録する人数は１６名
以内とする。
②本大会に参加するチーム役員及び選手は、所属チーム（各都道府県中体連部活動や日本協会

登録クラブチーム）以外の役員あるいは選手として重複してはならない。ただし、クラブチ
ーム同士の合同チームはその限りではない。なお、大会参加規定に準じた合同チームである
こと。
③大会参加申し込み後のチームの編成の変更は、選手変更届（マイハンドボールからダウンロ
ード）に必要事項を記入し、８月４日（木）１２時までにメールにて送付することで認めら
れる。
④チーム役員が選手を兼ねる場合は、選手としても登録していなければならない。その場合、
役員の補充はできない。
⑤選手の背番号は、No.１～No.９９までを使用すること。なお、背番号は、大会参加申込書と
同一であること。そのため、大会参加申し込み後の番号変更は認めない。ただし、８月４日
（水）23:59 までに選手変更手続きを行った場合はこの限りではない。
⑥トレーナー資格を有し、トレーナー業務を専任する場合、事前に氏名を特定できない者に対
し、１名を限度として交代地域外に席を設け業務を行うことを許可する。ただし、いかなる
場合もコ ート内、交代地域に立ち入ることを禁止する。
（４）その他の詳細に関しては、別紙参加規程（合同チーム規定含む）を参照し確認すること。
12．表
彰 チームおよび個人に対し表彰を行う。以下の条件をもとに授与等を行う。
（１）団体表彰（１～３位）…表彰状
他に、１位に優勝カップ(持ち回り)、２位に準優勝盾を授与する。
なお、前年度優勝チームには開始式にてレプリカを贈呈する。
（２０２２大会においては適用除外とする）
（２）個人表彰
１～３位の選手に賞状を授与する。
（３）個人賞
優秀選手男女各７名に賞状を授与する。
（４）開催地表彰
埼玉県ハンドボール協会長杯 男女の優勝チームに贈呈する。
さいたま市教育長杯
男女の優勝チームに贈呈する。
13．参加チーム数
出場希望エントリー申込後、日本ハンドボール協会中学生専門委員会の競技規定（割り振り方
法）に則り、各ブロックから推薦された男子２２チーム、女子１８チーム、計４０チームとする。
なお、以下の表にある通り開催地都道府県協会に男女各１枠を開催地枠として与えることとする。
北海道
東北
関東
北信越
東海
近畿
中国
四国
九州
開催地
合計
男子
１
１
５
１
３
２
２
１
５
１
２２
女子
１
１
４
０
３
１
２
０
５
１
１８
14．出場希望エントリー申込方法
（１）Googleフォームにて出場希望エントリー申込をする。
エントリーフォームURL【 https://forms.gle/CVLmKNyU648vScz26 】
①（公財）日本ハンドボール協会HPにエントリーGoogleフォームを掲載する。
②エントリーするチームは、必ず参加を前提としてエントリー申込をする。
エントリーを辞退する場合、締切前日までにメール(24.問い合わせ先)にて連絡すること。
③エントリーの時点で、令和４年度(公財)日本ハンドボール協会への登録が完了していること。
なお、チーム個人登録は大会参加申込の時点で完了していればよい。
④エントリー受付締切…令和４年５月３日（火）２３：５９まで
エントリー締切後、申し込み数をブロックごとで集計し、ブロックの枠数を決める。
⑤（公財）日本ハンドボール協会がブロック枠数を決定し、ホームページで発表する。
（２）エントリーが男子22チーム、女子18チームを超えない場合は、全チーム参加可能とする。
（３）エントリーが男子22チーム、女子18チームを超える場合は、（公財）日本ハンドボール協会
中学生専門委員会の競技規定（割り振り方法）に則り、ブロック枠数を決定する。
（４）合同チームの場合、エントリーの段階で合同チームのエントリーを選択する。
エントリー後、合同チーム又は単独チームへの変更は、いかなる理由があっても認めない。
（５）クラブチームが参加規定（合同チーム規定含む）に反する場合、エントリーを認めない。

また、エントリー以降に参加規定違反が発覚した場合は、棄権扱いとする。なお、棄権チー
ムが出た場合の対処は、中学生専門委員会にて協議及び検討をしてから対応を決定する。
15．出場チーム決定方法について
（１）全国中学生ハンドボールクラブカップ２０２２においては、大阪大会より引き継いだ移行
期間の特例大会として、（公財）日本ハンドボール協会が大会参加チームの決定をする。
（２）各ブロックに割り振られたチーム数をもとに、出場希望チームの中から大会参加チームを
決定する。
（３）決定方法は、（公財）日本ハンドボール協会の責任抽選とする。
（４）大会参加チームの発表…令和４年５月１０日（火）以降の予定
※2022大会においては、ブロック枠数決定の発表と同時に発表
16．大会参加申し込み方法
（１）
（公財）日本ハンドボール協会のマイハンドボールにより、大会参加申込（チーム申込・個人
申込）を行うこと。なお、大会参加申し込みの時点で、個人登録が完了していなければ個人
申し込みを行うことはできない。
（２）大会申込期限は、令和４年６月１０日（金） 23:59 までにマイハンドボールにて申込完了と
する。
（３）大会参加料の払い込みは、マイハンドボールを通して決済すること。
１チーム
４０，０００円（システム利用料は自己負担）
（４）大会参加申込後にチーム等の都合による、不参加については参加料の返金は行わない。
【詳細については、後日（公財）日本ハンドボール協会HPに掲載】
17．組合抽選 (公財)日本ハンドボール協会の責任抽選とする。
６月１５日（水）１７時以降、（公財）日本ハンドボール協会HPに掲載する。
18．プログラム申し込み方法
【詳細については、後日（公財）日本ハンドボール協会HPに掲載】
19．傷害保険
参加する選手とチーム役員（トレーナー含む）は、チームごとに傷害・賠償責任保険（スポー
ツ安全保険等）に必ず加入しなければならない。
20．宿泊、お弁当注文（チーム役員および選手、保護者や応援者）
宿泊については、別紙約款の宿泊要項および指定施設宿泊制度に則り、適切な危機管理対応
（感染症・自然災害等）を確保するため、必ず（公財）日本ハンドボール協会が定める業者を通
して宿泊すること。そのため、指定外の宿泊施設の利用は認めない。
取扱業者：近畿日本ツーリスト株式会社 埼玉支店
＊詳細は、後日掲載される取扱業者の『宿泊、お弁当要綱』を参照
21.個人情報および肖像権の取扱い(利用目的)
大会主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し、主催者が定める「個人情報および肖像権の
取扱規定」に基づき、取得する個人情報について適正に取り扱う。また、取得した個人情報は、競
技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・主催者が認める公式 SNS（ホ
ームページ・Instagram・facebook・Twitter 等への試合等の写真や動画の掲載）・公式掲示板・報
道発表・記録発表(記録集)等，その他競技運営及び競技に必要な連絡等に利用する。大会に参加す
る選手およびチーム役員はこれに同意する。マイハンドボールにて大会申込時に、参加者の同意を
得るものとする。
22．新型コロナウイルス感染拡大防止対策（ガイドライン）について
（１）大会期間中、選手や引率者等に風邪の症状（発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、頭痛等）や倦怠感、
味覚嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある場合、そのチームの
大会参加を認めず、棄権とする。
（２）大会期間中、対戦した相手チームの選手や引率者等に風邪の症状（発熱、咳、鼻汁、咽頭痛、
頭痛等）や倦怠感、味覚嗅覚の異常など、新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がある
場合、そのチームの大会参加を認めず、棄権とすることもあり得る。
（３）過去２週間以内に、感染者との接触や濃厚接触者と特定された者、政府から入国制限および
入国後の観察期間を必要とされている国や地域等への渡航又は当該在住者との濃厚接触が
ある者は、大会参加を認めない。

（４）埼玉県ハンドボール協会および（公財）日本ハンドボール協会が定める、ガイドラインに従
うこと。ただし、今後の知見の集積および感染症拡大状況によって、ガイドラインを見直す
ことがあり得る。
23．そ の 他
（１）参加辞退チームが発生した場合は次のようにする。
①令和４年７月３日（日）23:59 までに参加辞退チームの申し出があった場合、出場チーム
決定の選出から漏れたチームから繰り上げ出場を認める。
②令和４年７月４日（月）以降に参加辞退チームが発生した場合、繰り上げは行わない。
なお、対戦相手は不戦勝とする。
（２）ユニフォームは、CP/GK４色の濃淡が判別できるものとし、CP/GK で各 2 色以上を用意する。
（３）大会における松ヤニおよび粘着スプレー、および両面テープの使用は不可とする。
（４）競技中の傷害に対する応急処置は主催者側で行うが，その後の責任は負わない。
（５）感染状況や施設入場制限等の条件により、無観客または観客の入退場制限（人数・時間）を
設ける場合がある。そのような状況になった際には、決定次第、
（公財）日本ハンドボール協
会 HP に掲載する。
（５）その他、詳細については（公財）日本ハンドボール協会 HP に掲載する。
24．問い合わせ先（メール送信の際は、件名にチーム名、署名で代表者名・連絡先等）
【開催要項全般に関わること】
〒１６０－００１３ 東京都新宿区霞ヶ丘町４－２ JAPAN SPORT OLYMPICSQUARE ６階
公益財団法人 日本ハンドボール協会【全国中学生ハンドボールクラブカップ２０２２】
担当者 家永昌樹・菅原京平
E-mail zenchu.club@gmail.com （下記の開催地等に関わる内容についても左記アドレス）
【諸会議・会場・競技等に関わること】
〒３４２－００２５ 埼玉県越谷市大沢６５９－１ 埼玉県越谷市立栄進中学校内
全国中学生ハンドボールクラブカップ実行委員会
担当者 実行委員長兼事務局長 星野真也（ほしの しんや）
連絡先 携帯０９０－１６５１－９３４１ アドレス：上記同様

25．埼玉県のホームページおよび SNS 発信について
〇埼玉県中学生ハンドボール公式ホームページ
主な情報：開催要項、競技日程・組み合わせ。トーナメント表・試合結果・試合速報
競技情報、会場情報（会場図、アクセス、会場周辺案内、駐車場案内）
宿泊要項、諸会議や開始式に関わる情報、受付案内、ダウンロード資料等

https://saitama-jrhighschool-handball.jimdofree.com/
〇埼玉県ハンドボール協会中学生委員会公式 Instagram および facebook
主な情報：大会情報、試合の様子など

