第２６回ジャパンオープンハンドボールトーナメント
（Japan Open Handball Tournament）
いちご一会とちぎ国体ハンドボール競技リハーサル大会

【大会実施要項】
１

主 催

２
３

主 管
後 援

４

期 日

令和３年８月 11 日（水）

５

会 場

マルワ・アリーナとちぎ
（栃木市総合運動公園総合体育館）
下野市石橋体育センター
日立栃木体育館
野木町立野木中学校

６

種 別

７

参加資格

（公財）日本ハンドボール協会、全日本社会人ハンドボール連盟、
栃木市、いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会栃木市実行員会、
下野市、下野市教育委員会、いちご一会とちぎ国体下野市実行委員
会、野木町、野木町教育委員会、いちご一会とちぎ国体野木町実行
委員会
栃木県ハンドボール協会
栃木県、栃木県教育委員会、
（公財）栃木県スポーツ協会、いちご一
会とちぎ国体・とちぎ大会実行委員会、栃木市スポーツ協会、下野
市スポーツ協会、野木町スポーツ協会
～

８月 14 日（土）

栃木県栃木市川原田町 760
栃木県下野市大松山１丁目7−1
栃木県栃木市大平町富田800
栃木県下都賀郡野木町大字潤島800−1

男子の部／女子の部

(1) 令和３年度（公財）日本ハンドボール協会に、年度当初「一般Ａ」に登録され
た単独チーム及び個人とする。大会申込み締切後の追加・移籍での出場は認めら
れない。また、日本ハンドボールリーグ（「一般Ｌ」登録）
・全日本学生ハンドボー
ル連盟・（公財）全国高等学校体育連盟ハンドボール専門部・全国高専ハンドボー
ル連盟に登録されたチーム及び個人の出場はできない。
(2) 参加チームは、各地区（ブロック）の予選を通過したチーム、又は地区の推薦を
受けたチームとし、開催県は男女１チームの出場を認める。
(3) 中学生以下の出場は認めない。
(4) 各ブロックの出場割当数は以下のとおりとする。
地区 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催県
計
男子

１

４

７

３

４

３

３

２

４

１

３２

女子

１

２

３

１

１

２

１

１

３

１

１６

（留意事項）
① 不参加ブロックや不参加チームがあった場合の出場割り当ては、まず関東ブロッ
クで対応する。その後の対応については別途取り決める。
② 各都道府県・ブロック予選に当たっての選手登録確認は、それぞれの主管協会が
責任を持って行うこと。また、ブロック予選は各都道府県代表２チーム以上が出場
することによって実施されることが望ましい。

８

参加人員 登録は、役員６名以内・選手１６名以内の合計２２名以内とする。
ただし、監督が選手を兼ねる場合は選手としても参加申込みをすること。
○大会エントリー・・・役員６名以内・選手１６名以内
○ゲームエントリー・・役員４名以内・選手１６名以内

９

参加申込
(1) 申込みは、web 登録システムの大会参加申込を利用すること。
https://handballer.jp/
(2) 申込期限は、７月１日（木）２３：５９とする。
(3) 申込書の番号は、試合時ユニフォームの背番号と同一にすること。
なお、ユニフォーム色の変更期限は、代表者会議前日までとする。その際、下記
(ア)(イ)(ウ)宛てに届けなければならない。
(4) 申込締切後の役員・選手の変更は、死亡・疾病・障害等の特別な場合のみ認める。
特別な事情で変更する場合は、それを証明する書類を添付した文書を下記(ア)
(イ)(ウ)宛てに届けること。届出の手続きは、代表者会議の前日（８月９日 12:00）
までに完了させること。原本は(ア)のみで良い。

＜申込送付先＞
（ア）「（公財）日本ハンドボール協会」宛
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-2
TEL: 03-6709-8940 FAX: 03-6709-8941
E-Mail:info@japan-handball.jp

JAPAN SPORT OLYMPIC SQUARE 6 階

（イ）
「栃木県ハンドボール協会事務局 新井恵美」宛
〒323-0075 栃木県栃木市箱森町 29－25
TEL:0282-24-6420
FAX:0282-25-2336
E-Mail:araike-6420@cc9.ne,jp
（ウ）
「いちご一会とちぎ国体下野市実行委員会事務局」宛
〒329-0492 栃木県下野市笹原 26 番地
TEL: 0285-32-8920
FAX: 0285-32-8611
E-Mail: sports@city.shimotsuke.lg.jp
１０

１１

参加料 １チーム３０，０００円
(1) 令和３年７月２日（金）までに下記口座に振り込むこと。
＜振込先＞
金融機関：足利銀行 栃木支店 普通口座 Ｎo．３５３２７４４
口座名義：栃木県ハンドボール協会 登録関係 代表 新井恵美
振込手数料は各チームで負担すること。
(2) 振込名は先頭にチーム名をつけること。
(3) 口座振込済みを証明する書類（各金融機関発行の振込金受領書等）は、大会が終
了するまで保管すること。
競技規則 令和３年度「（公財）日本ハンドボール協会競技規則」による。

１２

競技方法 トーナメント方式による。３位決定戦を実施する。

１３

組合せ抽選
(1) 日 時 令和３年７月２日（金） １３時３０分～
(2) 場 所 （公財）日本ハンドボール協会事務局会議室
(3) 方 法 （公財）日本ハンドボール協会の責任において抽選する。
抽選結果は、後日、主管協会を通じて各チームに連絡する。

１４

表彰
(1) 優勝チームには、
（公財）日本ハンドボール協会会長杯（持ち回り）を授与する。
(2) 第１位から第４位までのチームには、賞状を授与する。
(3) 第１位から第３位までのチームには、メダルを授与する。

１５

会議日程 ※感染症対策のため、実施しないことがある。その際には、事前に通知する。
(1) ﾃｸﾆｶﾙﾃﾞﾚｹﾞｰﾄ・審判会議
令和３年８月 10 日（火）12 時 30 分～
場所：とちぎ岩下の新生姜ホール
（栃木文化会館大会議室）
住所：栃木県栃木市旭町１２－１６
(2) 代表者会議
令和３年８月 10 日（火）開会式終了後
場所：とちぎ岩下の新生姜ホール
（栃木文化会館小ホール）
住所：栃木県栃木市旭町１２－１６

１６

開会式

令和３年８月 10 日（火）15 時 00 分～
場所：とちぎ岩下の新生姜ホール
（栃木文化会館小ホール）
住所：栃木県栃木市旭町１２－１６
※感染症対策のため、実施しないことがある。その際には、事前に通知する。

１７

閉会式 【男子の部】

【女子の部】

１８

１９

宿泊

令和３年８月 14 日（土）12 時 40 分～
マルワ・アリーナとちぎ（栃木市総合運動公園総合体育館）
令和３年８月 13 日（金）12 時 40 分～
下野市石橋体育センター

宿泊については、大会期間中の宿舎を仮予約してあることから、必ず指定
の宿泊取扱い業者を通して申込みをすること。
詳細は、「宿泊・弁当取扱い要項」による。

競技申し合わせ事項
(1) 同点の場合の延長戦は、準決勝までは第１延長までとし、なお同点の場合は、
７ｍＴＣで決する。決勝戦は、正規延長戦を行うものとする。
(2) 背番号は、大会申込書に記載された番号と同一のものを使用する。
(3) シューズは、体育館履き専用を着用し、屋外履きシューズとの区別をする。
(4) 試合球は、（公財）日本ハンドボール協会検定球とする。
(5) 松ヤニ・松ヤニスプレーの使用を認めない。各競技会場では両面テープのみ使用

可とする。また、練習球は松ヤニ等の付着していないものを各チームで準備するこ
と。
(6) 選手・チーム役員は、（公財）日本ハンドボール協会発行の登録証を持参しなけ
ればならない。各試合の開始前に登録証で本人であることを確認する。登録証を携
帯していない場合は、試合に出場することができない。
(7) 役員登録している役員がいないチームは、チームタイムアウトを請求することが
できない。
(8) ハーフタイムは、１５分とする。
２０

その他の事項
(1) 各チームの代表者は、競技に使用する全種類のユニフォームを持参の上、代表者
会議に出席すること。ユニフォームが規定のものかを確認し、１回戦の対戦チーム
同士で調整を行うこと。※代表者会議が実施されない場合にはこの限りではない）
ただし、試合前のオフィシャルミーテイングにレフェリーがユニフォームの最終
決定を行うので、両チームとも登録されたユニフォーム全てを会場に持参すること。
(2) ユニフォームは、コートプレーヤー・ゴールキーパーそれぞれ２着以上の色の異
なるものを用意すること。なお、短パンの下にサイクリングパンツ及びユニフォー
ムの下にアンダーシャツ等を着用する場合のことなどについては、日本ハンドボー
ル協会「服装や 保護を目的とした装具に関する規定」に則って着用しなければな
らない。出場チームはそれぞれ確認、規定を遵守の上、参加すること。
(3) チーム責任者は、大会期間中の選手の行動に関して一切の責任を負うものとする。
(4) 大会参加チームの役員・選手は、必ず大会前に健康診断を受けて参加するものと
し、大会中は健康保険証を持参すること。なお、各チームの選手は、各自スポーツ
障害等の保険に加入の上、参加すること。
(5) 競技中に生じた疾病・障害等については、主催者で応急処置の対応を行うが、そ
の後の責任は一切負わないものとする。
(6) 開会式には、各チーム代表者２名で必ず参加すること。また、開会式の品位を損
なわない服装で参加すること。なお、部旗・所属都道府県協会旗を持参する必要は
ない。
(7) 大会期間中に撮影された写真等は、報告書、広報誌、ホームページ等に掲載され
ることがある。
(8) 本大会での選手等の計画輸送は、一切行いませんので、各チームにて移動手段の
確保をお願いいたします。
(9) 本大会は、日本アンチ・ドーピング規程に基づくドーピング・コントロール対象
大会である。
(10) 本大会参加者は、大会にエントリーした時点で日本アンチ・ドーピング規程に従
い、ドーピング・コントロール手続きの対象となることに同意したものとみなす。
(11) 未成年者（１８歳未満）については、ドーピング検査を含むドーピング・コント
ロール手続きに対する親権者からの同意書を作成し、大会に持参すること。検査対
象者となったときには提出が求められる。
(12) 本大会参加者は、本大会で行われるドーピング検査（尿・血液等、検体の種類を
問わず）を拒否または回避した場合、検査員の指示に従わない場合、帰路の移動等
人的諸事情によりドーピング検査手続きを完了することができなかった場合等は、
アンチ・ドーピング規則違反となる可能性がある。アンチ・ドーピング規則違反と
判断された場合には、日本アンチ・ドーピング規程に基づき、制裁等を受けるこ
とになるので留意すること。

(13) 日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容及びドーピング検査については、（公
財）日本アンチ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）
にて確認すること。
(14) 本大会の男女 1 位チームは、日本選手権に日本ハンドボール協会から推薦される。
令和 3 年度第 73 回日本選手権大会
男子 2021 年 12 月 1 日～5 日
大阪府堺市
女子 2022 年 1 月 5 日～9 日
熊本県山鹿市・菊池市

