ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

第５１回全日本中学生ホッケー選手権大会

【 実 施 要 項 】
【趣旨】

この大会は、中学校教育の一環として、中学生徒に広くホッケー実践の機会を与え、技術の向上とアマチュ
アスポーツ精神の高揚を図り、心身ともに健全な育成と生徒相互の交流を図るものとして実施する。
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ＪＯＣジュニアオリンピックカップ第 51 回全日本中学生ホッケー選手権大会
公益社団法人 日本ホッケー協会
埼玉ホッケー協会 飯能市 飯能市教育委員会
第 51 回全日本中学生ホッケー選手権大会実行委員会
スポーツ庁 (公財)日本中学校体育連盟 埼玉県中学校体育連盟 埼玉県 埼玉県教育委員会
(公財)埼玉県スポーツ協会 NPO 法人飯能市スポーツ協会 朝日新聞さいたま総局 埼玉新聞社
東京新聞さいたま支局 毎日新聞さいたま支局 読売新聞さいたま支局 共同通信社さいたま支局
産経新聞さいたま総局 時事通信社さいたま支局 ＮＨＫさいたま放送局 テレ玉
㈱ブラウズ（文化新聞） 飯能ケーブルテレビ株式会社

６．期
日■ 令和３年(2021 年)８月 20 日(金)～23 日(月) ４日間
７．会
場■ 阿須運動公園ホッケー場（ウォーターベース人工芝２面）
飯能市阿須８１２番地３
■■■■■■■ 駿河台大学ホッケー場（ウォーターベース人工芝２面）
飯能市阿須６９８番地
８．日
程 ■公 式 練 習：８月 20 日(金)
阿須運動公園ホッケー場・駿河台大学ホッケー場
■■■■■■■ 競
技：８月 21 日(土)～23 日(月)
阿須運動公園ホッケー場・駿河台大学ホッケー場
■■■■■■■ 閉 会 式：８月 23 日(月) 全競技終了後
阿須運動公園ホッケー場
■■■■■■■■※監督会議については、８月 18 日（水）15 時 00 分からオンラインで開催。
※開会式については、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から実施しない。
９．競技日程■ 別項「競技日程表」のとおり
10．参加資格■ (１）(公社)日本ホッケー協会および日本中学校部会に登録を完了し、大会当日現在、中学校に在籍し
ている者。
■■■■■■ ■(２）下表に従い、各ブロック大会において出場権を得た学校。
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■■■■■■■■※優勝枠：前年度男子優勝の近畿ブロック、女子優勝の北信越ブロックにそれぞれ１枠を増やしている。
（３）合同チームについては、年度当初の日本中学校部会第 1 回常任委員会で承認されたチームについ
てのみ参加を認める。
11．参加人員■ １チームの編成は、監督１名、コーチ１名、手当てをする者２名、選手 12 名以内とする。
■■■■■■■■ ※エントリーの際、同一校の男女チームの監督を兼ねることはできない。監督とコーチの兼任は可と
■■■■■■■■■するが、男女それぞれのチームで JHA のチームスタッフ登録を済ましていること。なお、監督につ
■■■■■■■■■いては教員もしくは部活動指導員※１であること。また、生徒の引率についても、教員もしくは部活動
指導員とする。
※１

12．参 加 料■
13．試合方法■
14．競技規則■
■■■■■■■
15．申込方法■
■■■■■■■

ここでいう「部活動指導員」とは、学校教育法施行規則第 78 条の 2 に示されているものであること。

３０，０００円

３チームによるリーグ戦および決勝トーナメント方式により実施する。
(１) (公社)日本ホッケー協会 2021 年度版６人制ホッケー競技規則による。
(２) (公社)日本ホッケー協会 2021 年度版ホッケー競技運営規程に準じて行う。
参加申込は①メールにより、大会実行委員会事務局へ８月３日(火)までに送信すること。
②正式な申込みは、別紙「参加申込書」において、学校長・所属協会長の承認を受け (公社)日本ホッ
ケー協会へ８月９日(月)までに送付する。また、同時に参加料を指定口座へ入金すること。
■■■■■■■■
※参加料はチームごとに振り込むこと。また、期限内に送金のないチームは申込みを受付けない。
■■■■■■■■■
なお、一旦納められた参加料は返金しないものとする。

≪参加申込書送付先≫
〒160-0013
東京都新宿区霞ケ丘町４番２号 Japan Sport Olympic Square

公益社団法人 日本ホッケー協会
TEL 03-6812-9200
FAX 03-6812-9210
E-mail：info@japan-hockey.org

≪参加申込書送付先 ※大会事務局へはメール送付≫
〒357-8501
埼玉県飯能市大字双柳 1 番地の１

第 51 回全日本中学生ホッケー選手権大会実行委員会事務局
飯能市教育委員会 生涯学習スポーツ部 スポーツ課
TEL 042-972-6028
FAX 042-971-2393 ※FAX 送信の場合は、受信確認を行うこと。
E-mail：taiiku@city.hanno.lg.jp

≪参加料振込先≫
金融機関：埼玉りそな銀行 飯能支店 （普通）４９５２４９０
口座名義：第 51 回全日本中学生ホッケー選手権大会実行委員会

委員長 今井直己（イマイナオミ）
16．選手変更■ 選手変更および追加登録は､監督会議の前日８月 17 日（火)の 17 時 00 分までに「選手変更届」を大
会事務局へ必着のこと。ただし背番号の変更は認めない。
（ＦＡＸ・メール可）※FAX 送信の場合は、受信確認を行うこと。
17．組 合 せ■ ８月９日(月)10 時 00 分から飯能市役所本庁舎別館２階会議室において公開抽選を行う。
18．宿泊弁当■ (１) 宿泊は、大会実行委員会指定の宿泊施設とする。
■■■■■■■ (２) 宿泊・弁当の申込みについては、別紙［申込書］に必要事項を記入し、下記申込先へ
■■■■■■■■■ ８月９日(月)17 時 30 分までにＷＥＢにて申込むこと。
〒260-0015
千葉市中央区富士見 2-20-1 日本生命千葉ビル内

第 51 回全日本中学生ホッケー選手権大会宿泊斡旋事務局
名鉄観光サービス株式会社 千葉支店 担当：大坪俊之
TEL 043-225-3731 FAX 043-225-3734

E-mail：chiba@mwt.co.jp
■■■■■■■(３) 宿泊料金〈１泊２食付〉
Ａ：１３，５００円（税込）
Ｂ：１２，０００円（税込）
Ｃ：１１，０００円（税込）
Ｄ： ９，０００円（税込）
昼食弁当＜お茶付き＞ ９００円（税込）
■■■■■■■(４) その他、宿泊・弁当の詳細については、別紙「宿泊・弁当要項」による。
19．事故防止■(１) 参加者は、必ず健康保険証を持参すること。
■■■■■■■(２) 競技中の乱暴な行為については、危険防止のため厳重に対処する。
■■■■■■■(３) マウスピースの使用を義務化とし、フェイスマスクの使用を奨励する。
■■■■■■■(４) 人工芝用スパイク（ゴールキーパーを含む）以外の使用は認めない。
■■■■■■■(５) 万一、負傷・病気等の事故が発生した場合は、大会本部において応急の処置は行うが、その後の治
■■■■■■■■■ 療においては、各チームの責任で行う。
■■■■■■■(６) 大会期間中の負傷・疾病については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の定めを適用する。
20．そ の 他■(１) ６人制ホッケーコートの広さは、長さ５５Ｍ、幅３０Ｍとする。
■■■■■■■(２) ６人制ホッケーコートについて、人工芝(緑色)・ライン(白色)とする。
（３）本大会レギュレーション及び新型コロナウイルス感染症予防に関するガイドラインを別に定める。
（４）本大会は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、無観客とする。

