
２０１８年度	 全日本社会人ホッケー選手権大会実施要項	 

(いきいき茨城ゆめ国体ホッケー競技リハーサル大会)	 
	 

	 

１．大 	 会 	 名	 	 ２０１８年度全日本社会人ホッケー選手権大会	 

２．主 催	 	 (公社)日本ホッケー協会，日本社会人ホッケー連盟，東海村，東海村教育委員会，いきいき

茨城ゆめ国体東海村実行委員会	 

３．主 管	 	 茨城ホッケー協会	 

４．後 援	 	 茨城県，茨城県教育委員会，いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大会実行委員会，	 

(公財)茨城県体育協会，東海村体育協会，朝日新聞社	 

５．期 	 日	 	 平成３０年９月２１日(金)から２６日(水)	 

６．会 	 場	 	 阿漕ヶ浦公園ホッケー場，県立東海高等学校多目的グラウンド	 

７．参 加 資 格	 	 ２０１８年度(公社)日本ホッケー協会及び日本社会人ホッケー連盟の双方に登録しているチ

ームで，ブロック予選等において出場権を得たチーム(男子２６チーム女子１４チーム)。な

お，全ての選手・役員は(公社)日本ホッケー協会の登録証を所持し，必ず写真を添付してお

くこと。	 

８．参 加 人 員	 	 監督１名，コーチ１名，選手３０名，手当てする者２名,計３４名(ただし，ベンチに入る選

手は１８名に限る)	 

９．参 加 料	 	 １チーム	 ４０，０００円	 

10．参 加 申 込	 	 別紙参加申込書に必要事項を記入のうえ，メールにより，送付先Ａ・Ｂへ７月２３日(月)ま

でに同報送信すること。参加料も，参加料振込先へ７月２３日(月)までに必ず振り込むこと。	 

◎送付先Ａ	 〒150-8050	 東京都渋谷区神南 1-1-1	 岸記念体育館内	 

(公社)日本ホッケー協会	 TEL	 03-3481-2330	 

アドレス	 info@japan-hockey.org	 

◎送付先Ｂ	 〒319-1192	 茨城県那珂郡東海村東海 3-7-1	 

いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会	 TEL	 029-282-1711	 	 

アドレス	 kokutai-tokai@vill.tokai.ibaraki.jp	 

◎参加料振込先(チーム名で振り込むこと)	 

常陽銀行	 東海支店	 （普）№１７２５６５８	 

名義	 いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会	 会長	 山田	 修	 

（ｲｷｲｷｲﾊﾞﾗｷﾕﾒｺｸﾀｲ	 ﾄｳｶｲﾑﾗ	 ｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ	 ｶｲﾁｮｳ	 ﾔﾏﾀﾞ	 ｵｻﾑ）	 

11．競 技 規 則	 	 ２０１８年度(公社)日本ホッケー協会競技規則・競技運営規程(ﾚｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ含む)による。	 

12．試 合 方 法	 	 トーナメント方式により，１位から４位までを決定する。なお，すべての試合において延長

戦は行わずシュートアウト戦とする。	 

13．組 合 せ	 	 日	 時	 平成３０年７月２７日(金)午後１時	 

会	 場	 (公社)日本ホッケー協会が定めた場所	 



(公社)日本ホッケー協会技術委員会，日本社会人ホッケー連盟，いきいき茨城ゆめ国体東

海村実行委員会，茨城ホッケー協会等の立会いのもとに行う。	 

14．宿泊・弁当	 	 (１)	 宿泊・弁当の斡旋を希望するチームは，別紙申込書に必要事項を記入のうえ平成３０

年８月１０日(金)までに「必着」するよう下記あてに申し込むこと。詳細は別紙「宿

泊・弁当申込案内書」による。	 

宿泊・弁当斡旋代理店	 ：名鉄観光サービス㈱水戸支店	 

住 所	 :	 〒310-0026	 茨城県水戸市泉町２－２－３３	 

（水戸泉町ビル内）	 

送 付 先 名	 :	 名鉄観光サービス株式会社	 水戸支店	 担当：近藤・一澤	 

電 話 番 号	 :	 ０２９－２２１－４５２８	 

F A X 番 号	 :	 ０２９－２２１－４５１０	 

E - m a i l	 :	 yoshisato.kondo@mwt.co.jp	 

営 業 時 間	 :	 月曜日から金曜日までの午前９時から午後６時まで	 

※	 正午から午後１時までを除く。	 

(２)	 宿泊斡旋を必要としないチームについても宿泊先(宿舎名，所在地，電話番号)を上記

代理店に必ず連絡すること。	 

15．開 会 式	 	 日	 時	 平成３０年９月２１日(金)午後４時	 

(男子のみ)	 	 会	 場	 東海文化センター	 ２Ｆ会議室	 TEL029-282-8511	 

〒319-1115	 茨城県那珂郡東海村船場 768-15	 

※	 開会式には，監督及び主将が必ず出席しなければならない。ただし，やむを得ない事

情で出席できない場合は,下記記載のＴＤが承認した代理人の出席を認める。	 

16．監督・主将会議	 	 (男	 子)	 日	 時	 平成３０年９月２１日(金)	 午後５時	 

(チーム代表者会議)	 	 (女	 子)	 日	 時	 平成３０年９月２２日(土)	 午後６時	 

会	 場	 東海文化センター	 ２Ｆ会議室	 TEL029-282-8511	 

〒319-1115	 茨城県那珂郡東海村船場 768-15	 

※	 このＴＤが開催する監督・主将会議(チーム代表者会議)には，必ず出席しなければなら

ない。やむを得ない事情で出席できない場合は,代理人の出席を認めるが,大会ＴＤの承認

が必要である。この代理人も大会参加申込書に記載された者でなければならない。	 

※	 会議には，登録ユニフォーム２着(シャツ・パンツ(スコート)・ストッキング，ゴール

キーパーの上着)及び番号無しのユニフォーム２着を必ず持参すること。受付の際にチェ

ックを行う。なお，参加申込時の登録ユニフォーム以外は不可とする。	 

※	 参加チーム・競技役員は 2018年度競技運営規程付属書４・５の「行動規範確認書」を

必ず提出しなければならない。監督・主将会議の受付で提出すること。	 

17．閉 会 式 兼	 	 日	 時	 平成３０年９月２６日(水)	 午後２時	 

表 彰 式	 	 会	 場	 県立東海高等学校多目的グラウンド	 TEL029-282-7501	 

〒319-1112	 茨城県那珂郡東海村村松 771-1	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ※	 ３位決定戦に出場したチームは，試合終了後，上記会場に移動して出席すること。	 



18．そ の 他	 	 (１)	 背番号は１番から３０番とし，参加申込み後の背番号の変更は認めない。	 

選手のベンチ入りは，１８名とし，申し込んだ中(下記の変更したものを含む)から，

試合毎に入れ替えることができる。	 

(２)	 選手の変更・追加は併せて５名まで認めるが，９月１９日(水)午後５時までに必着す

るように，下記宛にメールで提出すること。	 

〒319-1192	 茨城県那珂郡東海村東海 3-7-1	 

いきいき茨城ゆめ国体東海村実行委員会	 TEL	 029-282-1711	 

アドレス	 kokutai-tokai@vill.tokai.ibaraki.jp	 

(３)	 開会式及び開始式には，該当するチームは必ず参加しなければならない。	 

(４)	 登録証の確認は，試合開始前に行う。(すべての試合)	 

登録証の紛失等により未所持の場合には，仮登録証の発行を受けること。その場合は，

１枚につき５００円を(公社)日本ホッケー協会が徴収する。なお，登録証のない役員・

選手は，試合に出場することはできない。	 

(５)	 選手は健康保険証を必ず携帯すること。万一負傷等の事故があった場合，応急措置

はするが，その後の治療は参加選手自身と各チームの責任において行うこと。	 

(６)	 １位から４位までのチームは，必ず全員閉会式に出席すること。	 

(７)	 大会参加に伴うチームの移動については，チームの責任において行うこと。	 

(８)	 競技会場での使用シューズは，人工芝用シューズのみを使用可能とし，スパイクシ

ューズは不可とする。	 

(９)	 この大会に参加しているチームで兼任が認められるのは，同じチーム内の監督とコ

ーチ，監督と選手，コーチと選手の場合のみとする。	 

(10)	 スターティングリストは，全てメール送信で行う。(詳細は後日連絡する)	 

(11)	 レッドカードを与えられた選手で次試合及び次試合以上の出場停止になった場合には，

次試合以降のスターティングリストに[S]と記入しなければならない。その際，ベンチ

に入る人数は削減される。	 

(12)	 本大会は，日本ドーピング防止規程に基づくドーピング検査対象大会である。本大会

に申込みした時点で日本ドーピング防止規程に従い，ドーピング検査を受けることに

同意したものとみなす。また，未成年者である参加者はドーピング検査の実施につい

て親権者の同意書を提出しなければならない。本大会参加者は，ドーピング検査を拒

否または回避した場合，検査員の指示に従わない場合，帰路の移動等個人的諸事情に

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，ドーピング防止

規則違反となる可能性がある。ドーピング検査及びアンチ・ドーピングについては，

ＪＡＤＡのホームページを参照すること。	 


