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2019 年度第 27回全日本マスターズハンドボール 

北海道（札幌・江別）大会 大会要項 

 

この大会は、公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業の助成金を受けて 

開催しています。 

自然災害への復興支援 

「とどけよう スポーツの力を全国へ！」 

 

 

1．趣 旨： 平成２３年６月２４日に公布された「スポーツ基本法」の精神（スポーツは世界共通の人類 

       の文化・心身の健康の保持増進にも重要な役割を果たす・健康で活力に満ちた長寿社会の実現 

       に不可欠である）は、本年度で 27回を迎える本大会がハンドボールを通して具現化しようと 

してきた趣旨に合致するものである。 

 

これまでの歩みに自信と確信をもち、わが国のハンドボールの更なる発展と普及、ハンド 

ボーラーのスポーツライフ充実を願って開催するものである。 

 

具体的には大会への主体的な参加「すべてを参加者の手作りで」を基本理念とし、会場準備、 

ゲーム進行、レフェリー担当等々に最大限の責任を果たし、参加者各人が寛容の精神を持ち、 

大会全てを楽しむことである。 

 

  第２３回豊田大会から大会趣旨を変更し、これまでの基本理念を継承（続）する一方、次の 

点を強調し、改めて、参加者に理解と同意を求めることとする。 

（１）参加選手がそれぞれの役割の責任を果たすこと。 

（２）寛大な精神を持って大会に臨み、楽しむこと。 

 

2．主 催：（公財）日本ハンドボール協会 

 

3．主 管：（公財）日本ハンドボール協会マスターズ専門委員会、北海道ハンドボール協会 

札幌ハンドボール協会、全日本マスターズハンドボール北海道大会実行委員会 

 

4．後 援：北海道、北海道教育委員会、札幌市、札幌市教育委員会、江別市、江別市教育委員会 

       北海道新聞社、道新スポーツ、HBC北海道放送、STV札幌テレビ放送 

 

5．協 賛：㈱モルテン、霧島酒造㈱、㈱スポーツイベント 

 

6．期 日：２０１９年８月２日（金）～ ８月４日（日） 

８月２日（金） １０：００ ～  １１人制大会開始予定  

１７：００ ～  開会式及び競技運営委員会 ※7項(1)、14項参照 

８月３日（土）   ９：００ ～  競技開始  

１９：００ ～ 懇親会 ※7項(3)、18項参照 
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８月４日（日）   ９：００ ～ 競技開始 

１３：００   競技終了(予定)、閉会式 ※15項参照 

 

7．会 場： （１）開会式及び競技運営委員会 

            江別市民会館 小ホール（江別市高砂町 6） 

   (２）第１６回１１人制大会 

            飛鳥山公園多目的市民広場 1面（江別市緑町東 3丁目） 

        （３）懇親会 

            ホテル エミシア パレスホール（札幌市厚別区厚別中央 2条 5丁目 5-25） 

（４）順位決定型及び交流型 

・江別市民体育館 40×20ｍ 1面（江別市野幌 9）  

・野幌総合運動公園体育館 40×20ｍ 1面（江別市西野幌 481） 

・札幌学院大学総合体育館 40×20ｍ 1面（江別市文京台 23） 

（５）交流型 

・札幌国際大学体育館 40×20ｍ 1面、34×20ｍ 1面（札幌市清田区清田 4条 1丁目 4-1） 

・東海大学札幌キャンパス体育館 40×20ｍ 1面 (札幌市南区南沢 5条 1丁目 1-1) 

・北海道野幌高校体育館 34×20ｍ 1面（江別市元野幌 740） 

※大会参加チーム数によって実施競技等、変更になる場合あり。 

 

8．参加資格：（１）大会趣旨にある大会運営に最大限の責任を果たし、寛容の精神を持って大会を楽しめる者。 

(２）男女とも以下の年齢制限を設ける。 

・男子は １９８０年４月１日生以前の者。 

・女子は １９８５年４月１日生以前の者。 

(３）チーム及び選手は日本協会マスターズ登録をしている者。 

(４）傷害保険に加入している者。（第 19項 傷害保険参照） 

※参加者は（１）、（２）、（３）、（４）を遵守しなければならない。 

※開会式・競技運営委員会を欠席した大会参加チームは参加資格を失う。 

 

9．参加人数：（１）役員は監督、チーム責任者、ゲーム責任者及び３名の審判員とする。 

(２）選手は１チーム２０名までとする。（役員は選手を兼ねることができる） 

(３）選手の背番号は、No．１～２０の通し番号を原則とする。 

(４）個人申込者のチーム所属については、大会本部の調整によるものとするが、申込者の希望も 

け受け入れる。 

 

10．実施競技：競技Ⅰ：いつまでもプレーを続け、ゲームという緊張感を楽しむグループで、優勝など（全体の 

           順位）を求めないこととする。（交流型 ） 

      ※大会時の組み合せは、各チームの希望と平均年齢等をもとに行う。 

競技Ⅱ：ある程度高齢になっても「まだ出来る」という実感を楽しむグループで、全体での 

    順位を決めていくものとする。（順位決定型 ） 

競技Ⅳ：１１人制競技に汗を流したオールドタイマーは、往時を懐かしみながら、楽しみ、競技 

未経験のマスターズ世代は、男女で行えるレクリエーションスポーツとして、楽しむこ 

で、あらためて屋外スポーツとしての普及、振興を目指す。（１１人制） 
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11．参加制限：実施競技間の参加制限は、次表のとおりとする。 

グループ 競技Ⅰ 競技Ⅱ 競技Ⅳ 男女混成チーム 

競技Ⅰ（交流型） 
 

× ◯ 男子の部のみ認める 

競技Ⅱ（順位決定型） × 
 ◯ 認めない 

競技Ⅳ（11人制） ◯ 
 

認める 

※交流型もしくは順位決定型のいずれか一つと１１人制の重複参加は可とするが、交流型 

と順位決定型の重複参加は不可とする。 

 

12．試合方式：（１）大会参加チーム数により、試合方式（トーナメント、リーグ等）、組合せを決定する。 

※競技Ⅰ、Ⅱへ参加するチームは３～４試合を行えるようにする。 

         （２）試合時間は１５分ハーフ（１５―５―１５）とする。 

（３）平成３０年(公財)日本ハンドボール協会競技規則を適用する。 

（４）前項に優先して以下の特別ルールを適用する。 

            ・原則として相手が自陣に戻る迄、リスタート（クイックスタート）を禁止とする。 

            ・危険防止のため、チーム警告２回目から２分間の退場とする。 

・６０歳以上のベテラン選手には、敬意を持って試合に臨むこととする。 

※大会趣旨及び参加資格に沿って、ベテラン選手の年齢区分を表すパンツの色を次の 

とおり、二段階とする。 

６０歳以上の選手・・・金色の短パンツ ７０歳以上の選手・・・・紫色の短パンツ 

・男子８０歳以上、女子７０歳以上の選手には、前述のベテラン選手以上の敬意を持って、 

対人的反則をしてはならない。 

※該当選手は上記のパンツ以外に大会本部で用意するベストを着用する。 

 

13．競技運営：（１）大会参加チームは、チーム責任者、ゲーム責任者及び審判員３名を必ず選出し、競技運営 

を円滑に行えるように協力すること。 

※このメンバーは別紙「参加申込書兼メンバー変更書」に明記すること。 

（２）競技運営を円滑に行うため、大会参加チームは、組合せ表、審判割当等を必ず確認する 

こと。 

（３） 審判は３審制を採用する。３名の審判員が、５分間を目安にローテーションを行いながら、 

センターレフェリーとゴールレフェリーの役割を果す。 

※笛及び審判着は持参すること。（各会場に代用着は用意） 

 

14．開会式・競技運営委員会：２０１９年８月２日（金）１７：００～１８：３０  

江別市民会館小ホール（江別市高砂町 6） 

※競技運営委員会は、開会式終了後ただちに行う。 

 

15．閉 会 式：２０１９年８月４日（日） 江別市民体育館（江別市野幌 9）※競技終了後、ただちに行う。 

 

16．参加申込：（１）参加申込及びメンバー変更は、別紙「参加申込書兼メンバー変更書」の様式に沿って作成 

し、次表に指定した３者にｅ－ｍａｉｌにて送付すること。（やむを得ない場合、表①への 

郵送も可とする ）        
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       （２）申込は下記の締切迄に手続きを行うこと。※締切以降の受付けは不可とする。 

          ・チーム参加申込開始   ２０１９年 ４月  ８日（月） 

・チーム参加申込締切    ２０１９年 ５月１４日（火） 

・メンバー変更締切    ２０１９年 ７月  ２日（火） 

 

17．参 加 料：（１）大会参加料及びチーム登録費は下表のとおりとする。 

 

参加競技 参加料（１名分） マスターズ 
チーム登録費 

７０歳未満

の選手 

 

競技Ⅰ又はⅡのどち

らかに参加 
６，１００円 

１チーム 

２，０００円 

競技Ⅳのみ参加 ４，８００円 

競技Ⅰ又はⅡのどち

らかとⅣに参加 
７，１００円 

７０歳以上の選手 ２，１００円 

（２）大会参加料、マスターズチーム登録費は、参加申込と同時にチーム分を一括して、下表の 

金融口座に振込手続きを完了させること。 

ゆうちょ銀行から振込する場合（ＡＴＭ利用時は月 1 回迄手数料が無料） 

記号：１０１９０ 番号：７３２４８０７１ ヤマザキエイイチ 

ゆうちょ銀行以外の金融機関から振込する場合（所定の手数料が必要） 

ゆうちょ銀行  店名：〇一八（ゼロイチハチ） 店番：０１８ 

普通預金 口座番号：７３２４８０７ ヤマザキエイイチ 

   

（３）振込の際には、振込人を参加競技、男女の別が分かるように、次表の記号を先頭にした 

チーム名に変更すること。 

 

 

①  

〒067-0005 北海道江別市牧場町２６－６            TEL･FAX：０１１－３８５－９６４０ 

全日本マスターズハンドボール北海道大会 実行委員会  携帯：０９０－８９０８－３６３２         

委員 山崎 英一 宛                        e-mail：hokkaido2019@yahoo.co.jp 

②  

〒454-0866 名古屋市中川区東中島町７丁目４７     TEL･FAX：０５２－３６１－８７７５ 

（公財）日本ハンドボール協会マスターズ専門委員会  携帯：０９０－３４４５－７３０３ 

中央委員副委員長 安藤 孝 宛        e-mail：taka-an@mediacat.ne.jp 

③  

〒457-0005 愛知県名古屋市南区桜台２－１５－１０   

（公財）日本ハンドボール協会マスターズ専門委員会   携帯：０９０－３５５４－２６６９ 

中央委員  蟹江  文崇  宛                    e-mail：fkanie1225@yk.commufa.jp 
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 参加競技 男子記号 女子記号 

競技Ⅰ（交流型） １Ｂ １Ｇ 

競技Ⅱ（順位決定型） ２Ｂ ２Ｇ 

競技Ⅰ又はⅡのどちらか

とⅣに参加 
３Ｂ ３Ｇ 

競技Ⅳ（11 人制） ４ 

※(例）順位決定型男子に参加するＧ・Ｇ北海道の場合 

  ⇒ ２ＢＧＧホッカイドウ 

（４）大会参加料は、マスターズ個人登録費、強化支援費、記念大会準備費、自然災害への復興義

捐金を含む。 

（５）役員と選手を兼ねる場合は１名とする。 

（６）大会参加料の返却の際は、振込手数料を差し引いた金額を返却する。 

※メンバー変更締切後（２０１９年７月２日）は、大会参加料・マスターズチーム登録費 

 を一切返却しない。 

 

18．懇 親 会：（１）日 時：２０１９年８月３日（土）１９：００～ 

（２）会 場：ホテル エミシア パレスホール（札幌市厚別区厚別中央 2条 5丁目 5-25） 

（３）会 費：６，０００円 

（４）申 込：別紙「宿泊・懇親会・弁当のご案内」を参照の上、別紙申込書を使用、又は下記の 

       ＵＲＬより、名鉄観光サービスの専用サイトに入り、申込手続きを行うこと。 

http://www.mwt-mice.com/events/masters_hand2019 

 ※マスターズハンドボールインフォーメーションにも専用サイトへのリンクあり。 

 

19．傷害保険：大会参加チームが各々責任もって加入すること。 

※大会本部では傷害保険の斡旋を行いません。 

 

20．宿泊・弁当：別紙「宿泊・懇親会・弁当のご案内」を参照の上、別紙申込書を使用、又は下記のＵＲＬより、 

       名鉄観光サービスの専用サイトに入り、申込手続きを行うこと 

http://www.mwt-mice.com/events/masters_hand2019 

※マスターズハンドボールインフォーメーションにも専用サイトへのリンクあり。 

 

21．そ の 他：（１）大 会 本 部：第 27回全日本マスターズハンドボール北海道大会実行委員会 

〒067-0005 北海道江別市牧場町 26-6 山崎 英一（携帯:090-8908-3632） 

e-mail：hokkaido2019@yahoo.co.jp 

（２）試 合 球：男子 モルテン ヌエバ（黄色）Ｈ3、女子 モルテン ヌエバ（黄色）Ｈ2 

(３）シ ュ ー ズ：屋外用と屋内用を必ず区別すること。 

(４）松 ヤ ニ：松ヤニスプレー等、フロアを汚すものは使用禁止。（両面テープは使用可） 

(５）ユニフォーム：濃淡２色を２着以上用意し、ＧＫと同一色でないこと。（ゼッケン可） 

http://www.mwt-mice.com/events/masters_hand2019
http://www.mwt-mice.com/events/masters_hand2019
mailto:hokkaido2019@yahoo.co.jp

