
平成３０年９月１３日 

第27回 JOCジュニアオリンピックカップハンドボール大会 開催要項 

 

１．趣  旨   日本ハンドボール協会選手強化方針にのっとり、オリンピック・世界選手権大

会等において、日本代表選手として活躍する可能性のあるジュニア選手の発掘と

育成を行うとともに、オリンピック有望選手の認定と表彰を行う。 

 

２．主  催  (公財)日本ハンドボール協会 

 

３．主  管  埼玉県ハンドボール協会  埼玉県中学校体育連盟ハンドボール専門部 

 

４．特別後援  (公財)日本オリンピック委員会 

 

５．後  援  文部科学省  (公財)日本中学校体育連盟  埼玉県  埼玉県教育委員会 

さいたま市  さいたま市教育委員会    埼玉県中学校体育連盟 

(公財)埼玉県体育協会  さいたま市ハンドボール連盟 テレビ埼玉 

埼玉新聞社       埼玉少年少女スポーツ新聞  ＦＭ ＮＡＣＫ５ 

ＮＨＫさいたま放送局  株式会社 藤商 

 

６．オフィシャルパートナー ヤマト運輸株式会社 

 

７．特別協賛  さいたまスポーツコミッション 

 

８．協  賛  (株)モルテン  名鉄観光サービス株式会社 

 

９．会  期  平成３０年１２月２３日（日）〜２７日（木） 

（１）諸会議・開会式 

２３日（日）諸会議   プラザウエスト４階（サイデン化学アリーナ隣） 

             ＊さいたま市桜区役所と併設しています 

開会式   サイデン化学アリーナ 

（２）競技日程 

２４日（月）予選リーグ 女子 サイデン化学アリーナ 

  男子 さいたま市浦和駒場体育館・さいたま市大宮体育館 

２５日（火）予選リーグ 女子 サイデン化学アリーナ 

            男子 さいたま市浦和駒場体育館・さいたま市大宮体育館 

     ２６日（水）決勝トーナメント（１回戦、準決勝） 

男女 サイデン化学アリーナ 

２７日（木）決勝トーナメント（決勝） 

男女 サイデン化学アリーナ 

（３）閉会式 

２７日（木）競技終了後 サイデン化学アリーナ 

 



10．会  場  サイデン化学アリーナ メイン会場（さいたま市記念総合体育館）  

[さいたま市桜区道場４丁目３番１号] 

○コート2面〔38m×20m〕 ※決勝戦のみコート1面〔40m×20m〕 

さいたま市浦和駒場体育館 [さいたま市浦和区駒場２－５－６] 

○コート１面〔40m×20m〕 

さいたま市大宮体育館 〔さいたま市見沼区大和田町1-305〕 

○コート１面〔40m×20m〕 

 

11．種  別  男子の部・女子の部 

 

12．参加資格  （１）各都道府県を通じて，平成３０年度(公財)日本ハンドボール協会に登録 

したチーム、または選手（１・２・３年生）であること。 

（２）男子180cm、女子170cm以上の長身者、左利きを多く含むことが望ましい。 

（３）チーム構成は各都道府県で選抜されたチームであること。 

（４）本大会の趣旨にのっとり，将来性のあるオールラウンドプレーヤーの出場 

を優先することが望ましい。 

 

13．出 場 枠 

全国９ブロックから推薦された合計・男女４８チームとする。 

 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催地 前年優勝 計 

男子 １ ２ ４ ２ ２ ３ ２ ２ ４ １ １東海 ２４ 

女子 １ ３ ４ ２ ２ ３ ２ １ ４ １ １九州 ２４ 

 

14．参加人員  チームの編成は、役員４名・選手１６以内であること。 

 (別にトレーナーがいる場合は、トレーナー席に控えることを認める) 

 

15．競技規則  平成３０年度(公財)日本ハンドボール協会競技規則による。  

競技時間 … ２５分－１０分－２５分(延長５分－１分－５分) 

使 用 球 …  (株)モルテン製ヌエバＸ4000 H2X4000(2号球) 男子 女子 

競技方法 … 予選リーグ、決勝トーナメント方式とする。 

（１） 予選リーグ…男女３チームの８ブロックによるリーグ戦 

〔各３ゲーム計４８ゲーム〕(延長戦なし) 

●順位決定方法 ①勝ち点(勝ち－２点、分け－１点、負け－０点)  

②得失点 ※ 25%ルールは適用しない  

③総得点 

④抽選 

（２） 決勝トーナメント… 男女各ブロック１位による 

          トーナメント戦 〔計１４ゲーム〕 

●同点の場合 準々決勝・準決勝 - 第１延長終了後、７MTC(５名) 

決 勝 の み  - 第２延長終了後、７MTC(５名) 

 



16．表  彰  チームおよび個人に対し表彰を行う。個人表彰については、ハンドボール競技の 

技術向上と発展を目指し、将来性豊かでナショナルチームの選手としての成長が期 

期待できる選手(有望選手)及び、本大会において最も優秀だと思われる選手(大会最

優秀選手)を出場選手の中から選考し、表彰する。 

 

（１） 団体表彰（１〜３位）・・・表彰状、メダル 

他に、１位に優勝旗，優勝カップ，ＪＯＣトロフィー。２位にカップを贈呈する。 

（２） オリンピック有望選手(４名以内)  

最も将来性のある選手を全選手より選考する。記念品、認定書を贈呈する。 

（３） 有望選手（男女各７名） 

将来性のある選手を全選手より選考する。記念品を贈呈する。 

（４） 大会最優秀選手（男女各１名） 

本大会において最も優秀だと思われる選手を優勝チームより選考する。 

記念品を贈呈する。 

（５） 埼玉県ハンドボール協会長杯 

男女優勝チームに贈呈する。 

 

17． 組合抽選 (公財)日本オリンピック委員会、(公財)日本協会、埼玉県協会の責任抽選とする。 

 

18． 会議日程 １２月２３日（日） 

   プラザウエスト    １０：００～ 日本協会中学生専門委員会【４階セミナールーム】 

  （桜区役所と併設）   １３：３０～ 審判会議（ＴＤ参加）  【４階セミナールーム】 

      １４：３０～ 代表者会議（責任者１名）【４階  視聴覚室  】 

サイデン化学アリーナ １５：３０～ 開会式         【 メインアリーナ 】 

 

19．参加料 選手１名につき２，０００円とする。 

 

20．申込方法 参加する都道府県の選抜チームは、埼玉県ハンドボール協会のホームページ 

       （アドレスhttp://www.geocities.jp/sainokunihandball/n_indexframe.html） 

から参加申込書ファイル等をダウンロードし、必要事項を入力してメールにて申し 

込むこと。そして、参加申し込みの原本は後日郵送すること。また、別添資料とし 

て、後日、申し込み確認一覧表をダウンロードできるように致します。 

 

（１） メールによる提出書類   締め切り日 平成３０年１１月２日（金） 

・参加申込書ファイル（参加申込書・振込確認書等） 

・チームの集合写真 （拡張子はＪＰＥＧ形式） 

○送信先（アドレス saichuuhandzenkoku@yahoo.co.jp ） 

 事務局にてメール確認をしたあと、数日以内に受信確認のため返信メールをします。

＊受信確認以降、プログラムの原稿を変更できない。 

（２） 参加料の振り込みについて  締め切り日 平成３０年１１月２日（金） 

http://www.geocities.jp/sainokunihandball/n_indexframe.html
mailto:saichuuhandzenkoku@yahoo.co.jp


（３） 郵送による提出書類     締め切り日 平成３０年１１月５日（月）消印有効 

・参加申込書（原本：都道府県協会長印を押印したもの） 

・プログラムシート 

・振込確認書 

  （４）選手・役員のメンバー変更（原則、怪我等の理由による。背番号の変更は認めない） 

     ・選手、役員変更用紙（変更があった場合） 

    ＊当日受付に提出すること。なお、代表者会議の前までに、受付に提出すること。 

 

郵送先 〒３４３－００２５ 埼玉県越谷市大沢６５９－１ 越谷市立栄進中学校内 

      ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会事務局 星野真也 宛 

      ｔｅｌ ０４８－９７５－５５５１  ｆａｘ ０４８－９７５－５６４１ 

 

参加料振り込み先〆切 平成３０年１１月２日（金） 

    埼玉りそな銀行 吉川支店 店番号５０７ 口座番号 普通４４８２１１７ 

ＪＯＣジュニアオリンピックカップハンドボール大会事務局 

 

21．傷害保険 

大会に参加するチーム(選手は全員、チーム責任者・監督・コーチは任意)は、チームごとに傷

害保険に必ず加入しなければならない。 

 

22．宿泊  必ず主催者が斡旋する業者を通して宿泊すること。宿泊については、必ず主催者指定

の取扱業者を通して申し込むこと。 

取扱業者：名鉄観光サービス株式会社  

＊詳細は、後日掲載される取扱業者の『宿泊要綱』を参照 

 

23．その他 

（１）ユニホームは，都道府県名入りで，ＣＰとＧＫがコート上で４色を編成できる色のもの

をそれぞれ２着以上用意すること。 

（２）背番号は，参加申込書と同一であること。(背番号の変更は認めない) 

（３）出場選手は，チームスタッフによって引率されなければならない。 

（４）チーム責任者は，大会期間中の選手全ての行動に責任を負うものとする。 

（５）参加選手および役員は，登録証を持参する。 

（６）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。 

（７）松ヤニ、松ヤニスプレーの使用を禁止する。ただし、両面テープの使用は認める。 

 

24．問い合わせ先  大会実行委員会（事務局）総務部長…星野真也（埼玉県中体連専門委員長） 

〒３４３－００２５ 埼玉県越谷市大沢６５９－１ 越谷市立栄進中学校内 

          ｔｅｌ：０４８－９７５－５５５１  ｆａｘ：０４８－９７５－５６４１ 

E-mail：ｅｉｓｈｉｎｈａｎｄ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏ．ｊｐ 

ｔｅｌ：０９０－１６５１－９３４１ 


