
第 31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，表彰を行う。

２．主 催 （公財）日本ハンドボール協会

３．主 管 徳島県ハンドボール協会 徳島県中学校体育連盟ハンドボール専門部

４．後 援 （公財）日本オリンピック委員会 （公財）日本中学校体育連盟 徳島県

徳島県教育委員会 徳島市 鳴門市 北島町 徳島県中学校体育連盟

（公財）徳島県スポーツ協会 （一財）徳島県観光協会 四国放送株式会社

（一社）徳島新聞社 ケーブルテレビ徳島株式会社 NHK徳島放送局

大塚製薬株式会社

５．協 賛 株式会社モルテン 株式会社日本旅行

６．会 期 ２０２２年１２月２４日（土）～２８日（水）

（１）諸会議・開始式

２４日（土）諸会議 とくぎんトモニプラザ 大会議室

開始式 とくぎんトモニプラザ 大会議室

（２）競技日程

２５日（日）予選リーグ 女子 アミノバリューホール

男子 とくぎんトモニアリーナ・ＹＧＫドーム

２６日（月）予選リーグ 女子 アミノバリューホール

男子 とくぎんトモニアリーナ・ＹＧＫドーム

２７日（火）決勝トーナメント（１回戦，準決勝）

男女 アミノバリューホール

２８日（水）決勝トーナメント（決勝）

男女 とくぎんトモニアリーナ

（３）表彰式

２７（火）準決勝 終了後 ３位表彰 アミノバリューホール

２８（水）決勝 終了後 １，２位表彰 とくぎんトモニアリーナ



７．会 場 とくぎんトモニプラザ ※諸会議・開始式

ＹＧＫドーム（ウォームアップ会場を北島北小学校の体育館を予定）

〇コート１面［40m×20m］

とくぎんトモニアリーナ ※１位，２位表彰

〇コート１面［40m×20m］

アミノバリューホール ※３位表彰

〇コート２面［37m×20m］

８．種 別 男子の部・女子の部

９．参加資格 （１）各都道府県を通じて，２０２２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。

10．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 ２４

女子 １ ３ ４ ２ ２ ３ ２ １ ４ １ １ ２４

11．参加人員 チームの編成は，役員４名・選手１６名以内であること。

（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）

12．競技規則 ２０２２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）※予選リーグは延長無し

使 用 球 … (男子)株式会社モルテン製 d60 H2D4000-RW(2 号球)

(女子)株式会社モルテン製 d60 H1D4000-BW(1 号球)

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 勝ち点（勝ち－２点，分け－１点，負け－０点）

得失点

総得点

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）



13．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，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，優勝カップを贈呈する。

（２） ベストセブン

将来性のある選手を全選手より選考する。賞状を授与する。

（３） 大会最優秀選手

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。賞状を授与する。

（４） 徳島県ハンドボール協会長賞（記念品）

男女優勝チームに贈呈する。

14．組合抽選 （公財)日本オリンピック委員会，（公財）日本協会，徳島県協会の責任抽選とする。

15．会議日程

１２月２４日（土）

とくぎんトモニプラザ １２：００～ 日本協会中学生専門委員会 小会議室

とくぎんトモニプラザ １４：３０～ 審判会議（ＴＤ参加） 大会議室

とくぎんトモニプラザ １６：００～ 代表者会議・開始式 大会議室

16．参 加 料 選手１名につき２，０００円とする。

17．申込方法 参加する都道府県の選抜チームは，徳島県ハンドボール協会のホームページから参

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。

（徳島県協会ホームページアドレス：https://www.tokushima-handball.com/）

（１）メールによる提出書類 締切日 ２０２２年１１月２日（水）

・参加申込書ファイル （参加申込書・プログラムシート・銀行振込確認書）

・チームの集合写真 （拡張子はＪＰＥＧ形式）

送信先 joc@tokushima-handball.com

（２）参加料の振り込みについて 締切日 ２０２２年１１月２日（水）

参加料振込先

徳島大正銀行 沖洲支店 店番号０４３ 口座番号 普通 ８５５４７５５

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 総務 中根貴之



（３）郵送による提出書類 締切日 ２０２２年１１月４日（金）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）

郵送先 〒770-0863 徳島県徳島市安宅 3丁目 2 番 76 号 徳島市城東中学校内

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 中根貴之 宛

ＴＥＬ：０８８－６２２－２４１３ ＦＡＸ：０８８－６２２－３９４６

（４）選手・役員のメンバー変更（原則，怪我等の理由による。）

・選手，役員変更用紙（変更があった場合）

※代表者会議の前までに受付に提出すること。

18．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

ーム毎に傷害保険に必ず加入しなければならない。

19．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：日本旅行

※詳細は，後日掲載される取扱業者の『宿泊要項』を参照

20．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）本大会の使用球は，<Handballs played without resin>の仕様のため，素手でプレーするこ

とを推奨するが，両面テープは使用可とし，松ヤニの使用は不可とする。

21．新型コロナウィルス感染拡大防止対策

（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，新型コロナウィ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、新型コロナウィ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）徳島県ハンドボール協会および日本ハンドボール協会が定める、感染拡大防止ガイドライン

に従うこと。当日、大会参加同意書および健康観察表等の提出を求める。（別添参照）



22．問い合わせ先

大会事務局

〒770-0863 徳島県徳島市安宅 3丁目 2 番 76 号 徳島市城東中学校内 中根貴之 宛

ＴＥＬ：０８８－６２２－２４１３ ＦＡＸ：０８８－６２２－３９４６

E-Mail：joc@tokushima-handball.com

Mobile：０９０－３６３４－３３７１


