
第 96 回男子・第 83 回女子 全日本ホッケー選手権大会 実施要項 

公益社団法人日本ホッケー協会 

 

１．大 会 名  第96回男子・第83回女子 全日本ホッケー選手権大会 

 

２．主  催  公益社団法人日本ホッケー協会（JHA） 

 

３．主  管  一般社団法人東京都ホッケー協会（THA） 

 

４．後  援  品川区、大田区、公益財団法人品川区スポーツ協会、公益財団法人大田区スポーツ協会、 
毎日新聞社 
 

 

５．期  日  2022年11月16日（水）～11月20日（日） 

         開 会 式     ：11月16日（水） 

女子チーム代表者会議 ：11月16日（水） 

男子チーム代表者会議 ：11月17日（木） 

女子：1回戦11月17日（木）、準決勝11月19日（土）、決勝11月20日（日）  

男子：1回戦11月18日（金）、準決勝11月19日（土）、決勝11月20日（日） 

※11月20日（日）14:00から男子決勝戦をNHK地上波（Eテレ）生中継予定 

 

６．会  場  大井ふ頭中央海浜公園ホッケー競技場（大井ホッケー競技場）メインピッチ 

〒140-0003 東京都品川区八潮4-1-19 

 

７．参加資格   2022年度全日本社会人ホッケー選手権大会 男女各1～4位チーム 

                男子第71回女子第44回全日本学生ホッケー選手権大会 1～4位チーム 

いずれも、参加資格を得ているチームの役員・選手及び期日までに変更追加の手続き 

を完了し、参加資格を得た役員・選手とする。なお、選手・チーム役員を問わず、本 

大会において、二重エントリーは認めない。また、全ての役員・選手は、（公社）日本 

ホッケー協会に登録しておくこと。 

 

８．参加人員  参加選手登録は30名以内とし、ベンチ入りできるチーム役員・選手は、監督1名、 

コーチ1名、フィジオセラピスト1名・ドクター1名（または手当をする者2名）、その 

ほかの役員1名と選手18名以内の合計最大23名以内とする。 

 

９．参加申込  別紙『参加申込書』に必要事項を記入の上、«Ａ»･«Ｂ» 宛にE-mailで同報送信すること。 

また、『プログラム用原稿用紙』を添えて、«Ｂ» 宛にE-mailで送信すること。 

 

            《Ａ》E-mail送付先： info@japan-hockey.org 

        （公社）日本ホッケー協会 

              〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘 4-2 Japan Sports Olympic Square 

               TEL O3-6812-9200 FAX 03-6812-9210 

 

《Ｂ》E-mail送付先：alljapan2022@tokyo-hockey.jp 

第96回男子・第83回女子 全日本ホッケー選手権大会事務局 

連絡先   参加申込受付担当：市川、多氣 

 

 



10．申込期限  社会人チーム 2022年10月26日（水）17:00厳守 

大学生チーム 2022年11月7日（月）17:00厳守 

 

11．参 加 料  １チーム６０，０００円 

◎参加料振込先 

・ 銀行名  GMOあおぞらネット銀行 法人営業部 普通 № 1474594 

         ・ 口座名  一般社団法人東京都ホッケー協会2022全日本選手権 

納入期限  2022年11月9日（水） 

 

12．競技規則  2022 年度(公社)日本ホッケー協会競技規則、競技運営規程、レギュレーション及び有効

な通達事項に則り行われる。 

 
13．競技方法  ノックアウトシステムによる勝ち残り方式のトーナメントにより勝者を決定する。 
        1回戦 

① 男子第１試合  ⑤ 女子第１試合    大学2位 対 社会人3位 
② 男子第２試合  ⑥ 女子第２試合   社会人2位 対  大学3位 
③ 男子第３試合  ⑦ 女子第３試合    大学１位 対 社会人４位 
④ 男子第４試合  ⑧ 女子第４試合   社会人１位 対  大学４位 

        準決勝戦 
⑨ 女子準決勝  ⑦勝者 対 ⑥勝者 
⑩ 女子準決勝  ⑧勝者 対 ⑤勝者 
⑪ 男子準決勝  ③勝者 対 ②勝者 
⑫ 男子準決勝  ④勝者 対 ①勝者 

        決勝戦 
⑬ 女子決勝   ⑨勝者 対 ⑩勝者 
⑭ 男子決勝   ⑪勝者 対 ⑫勝者 

                ※本大会の試合時間は、15分／1ピリオドの4クォーター・ストップ制で行う。 
         PC取得時は試合時間を停止するが、得点後は時間停止をしない。 
        ※同点の場合は、競技運営規程の SO戦規程により勝敗を決定する。 
        ※全ての試合にビデオアンパイア制度を採用し、チャレンジ権を認める。 
         したがって、サジェスションアンパイアは配置しない。 

 

14．競技日程  第1日（女子1回戦） 

第１試合 １０時００分   第２試合 １２時１５分 

           第３試合 １４時３０分   第４試合 １６時４５分 

        第2日（男子1回戦） 

第１試合 １０時００分   第２試合 １２時１５分 

           第３試合 １４時３０分   第４試合 １６時４５分 

第3日（男女準決勝） 

女子準決勝 第１試合 １０時００分   第２試合 １２時１５分 

           男子準決勝 第３試合 １４時３０分   第４試合 １６時４５分 

        最終日（決勝戦） 

          女子決勝戦 １０時３０分開始   

男子決勝戦 １４時００分開始（NHK地上波 放映） 

 

15．問い合わせ   参加申込やその他大会に関する問い合わせ先 

第96回男子・第83回女子 全日本ホッケー選手権大会事務局 

         alljapan2022@tokyo-hockey.jp 

TEL O3-6812-9200（平日11:00～15:00）土日祝日休み 

         （担当：多氣、坂本、安岡） 

 

 



16．開会式、チーム代表者会議、閉会式    ※開会式は、女子のみ参加 

 

       ＜開会式＞ 2022年11月16日（水）18時から 

             大井ホッケー競技場メインピッチ 多目的室 

          〒140-0003 東京都品川区八潮4-1-19                      

       ＜女子チーム代表者会議＞ 2022年11月16日(水) 開会式終了後 

             大井ホッケー競技場メインピッチ 多目的室 

＜男子チーム代表者会議＞ 2022年11月17日(木) 18時 30分から 

             大井ホッケー競技場メインピッチ 多目的室 

 

        ・開会式には、チーム代表者会議に出席するチームの監督（または代理）1名が参加 

しなければならない。参加しないチームは大会の出場を取り消す場合がある。 

         ・監督が特別な理由により欠席する場合は、代理人の出席を認めるが大会TDの承認が 

必要である。代理人は、参加申込書に記載された者とする。 

・出席時のマスク着用を義務とする。また、コロナ感染状況により、Web会議に変更する 

場合がある。会議形式が変更になった場合は事前に連絡して徹底する。 

・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、申込時の登録ユニフォーム以外は不可とする。 

 ・JHAの「2022年度登録（会員証）」は、以下 Aまたは Bの方法で代表者会議の際に、 

チームごとに一覧で確認する。登録の確認できない役員・選手は参加できない。 

A 登録システムからプリントアウトした、会員証一括印刷（紙）を持参 

B パソコン、タブレットまたはスマートフォンの画面で会員証一括印刷を提示 

※詳細は、2022年 5月20日付の都道府県協会宛のJHA技術委員会委員長通達を参照 

※Aの場合は会員証一括印刷（紙）を、Bの場合は会員証が表示されたパソコン、 

タブレット、スマートフォンを、代表者会議の間、確認のために主催者が預かる。 

        ・参加チーム・競技役員は 2022 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。代表者会議の受付で提出すること。 

                   

       ＜閉会式・表彰式＞ 2022年11月20日(日) 

女子：決勝戦終了後表彰式  男子：決勝戦終了後閉会式・表彰式 

        会場 ：大井ホッケー競技場メインピッチ 

 

17．そ の 他 ①参加申込書提出後に30名以内の選手または役員の変更・追加を行う場合は、所定の 

        「登録変更届」をＥ-mailで「９．参加申込」に従って同時送信しなければならない。 

        その変更期限は11月16日（水）17時とし、それ以降の変更は認められない。これは、 

コロナ感染に対する救済を考慮したもので、特別処置であることを申し添える。 

        なお、背番号は1～99番とし、参加申込後の変更は認めない。 

       ②試合に出場する選手については、登録した30名の中から18名を選びスターティン 

                グリストに記載すること。(日々ベンチ入りの18名を選択することができる) スター 

                ティングリストは、すべてメール送信とし、締め切りは試合開始 45分前までとする。 

                （詳細については、別途定め、後日連絡） 

③選手の健康管理は、各チームで徹底すること。発熱などの症状がある場合は出場を控える 

など自重されるようお願いします。（コロナ対応） 

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、応急処置はする

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。 

        また、コロナ対策の特別規則・指針に従って、お互いが新型コロナ感染防止に努めること。 

陽性・濃厚接触、擬陽性等の場合、チーム、選手の参加については、コロナ感染防止 

対策指針に則って判断する。 

④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。大会参加に                

伴うチームの移動で、公共交通機関を使う場合は、感染防止対策に十分配慮すること。  



⑤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 

                に申込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                

いて親権者から同意を得たものとみなす。本大会参加者は、ドーピング検査を拒否又                

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。 

                『アンチ・ドーピング機構のホームページ http://www.playtruejapan.org/』 

⑥大会試合球は、白色球(コッカブラディンプルボールエリート MK-Ⅱ)とする。 

        ⑦アンダーウェア（上着のみ）の着用は認めるが、着用者は色を揃えること。 

        ⑧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。 

        ⑨全ての試合で 4 名のボールパトロールと担架係を配置する予定だが、コロナの感染状況

により変更の場合がある。 

⑫コロナ感染防止策については、会場入場時の検温検査、手指消毒の徹底、チームベンチ、 

更衣室の消毒等、十分考慮して行うが、別途感染防止対策基準（大会運営規程）を 

熟読し、チームの責任で予防に努めること。 

 

◎観客について 

基本的に有観客での開催を考えているが、開催時における東京都の指針を遵守し、以下の選択肢の中で

判断する。（11月2日の判断とする） 

① 通常の観客入場を制限なく行う。 

② 観客入場を半数以下などに制限して行う。観客は検温の後、入場数制限、消毒、マスクの着用等

条件をつけて入場可とする。 

③ 最悪の場合、無観客試合とする。 

  ・土日（準決勝、決勝）のみ有料試合とする予定である。 

  ・前売り券や電子チケットなどについては今後協議する。 

 

◎11/18（金）の練習ピッチ使用について（対象：女子準決勝進出チーム） 

会場：大井ホッケー競技場サブピッチ（メインピッチより南に300m） 

使用可能日時：11月18日（金） 

①8:30～10:00 ②10:00～11:30 →11/19（土）の準決勝第1試合（10:00～）の2チームが 

いずれかを使用できる。 

③11:30～13:00 ④13:00～14:30 →11/19（土）の準決勝第2試合（12:15～）の2チームが 

いずれかを使用できる。 

希望チームは、1回戦終了後、当該チーム同士で、①または②（③または④）の使用枠を決定し、 

11月17日（木）21:00までに下記宛にその旨を連絡すること。※使用希望がない場合も、片付けや 

立ち合いの都合があるので、ご一報お願いします。 

使用料金  ：1枠 18,000円 ※ナイター（照明設備）を使う場合は別途 4,000円/時間が必要 

  連絡先   ：alljapan2022@tokyo-hockey.jp （担当：市川） 

  料金の支払い：11.参加料に示した、参加料振込先に、11月30日（水）までにチーム名で振込むこと 


