
令和４年度 第４０回岩手県中学校新人大会ハンドボール競技 開催要項 

 

1 主  催 岩手県中学校体育連盟 岩手県教育委員会 岩手県ハンドボール協会 花巻市教育委員会 

 

2 後  援  岩手県 花巻市 （一財）花巻市体育協会 

 

3 主  管  花巻市中学校体育連盟 岩手県中学校体育連盟ハンドボール専門部 花巻市ハンドボール協会 

 

4 期  日 開  場 令和４年  １０月１５日 (土） 8:00      花巻市総合体育館 

         開 会 式            開催しない 

競 技 会            １０月１５日（土）  9:00～17:30  花巻市総合体育館第１アリーナ 

                                 １０月１６日（日）  9:00～14:30  花巻市総合体育館第１アリーナ 

         閉 会 式       開催しない           

 

5 会  場 花巻市総合体育館   〒025-0066 花巻市松園 50  （℡ 0198 – 23 - 1611） 

 

6 参加資格 (1) 参加者は各地区中体連の加盟校に在学し，学校教育法第１条に基づく当該中学校生徒である 

        こと。 

(2) 当該校の校長が許可し，各地区中体連新人大会において，当該競技要項により県大会の参加資 

 格を得たチームであること。 

            (3) 個人情報の取り扱い 

岩手県中体連は，取得する個人情報について適正に取り扱う。参加者は，大会運営上必要なプ 

ログラム・ホームページ・報道発表・記録集等への氏名・所属校・学年及び競技必要事項等の 

記載について同意することを原則とする。 

 (4) 個人情報の利用目的 

大会参加者の氏名・所属校・学年及び競技必要事項等については，大会運営上必要なプログラ 

ム・掲示板・ホームページ・報道発表・記録集等へ掲載するために利用，活用する。 

 

7 参加人員 (1) １チームは，監督１名，役員３名（当該学校教職員・外部指導者１名以内），選手１５名以内の 

編成とする。 

             (2) 合同チームにおけるチーム編成は，単独校の場合と同じとする。 

8  参加基準      １６校 

 盛岡 紫波 岩手 花巻 合計 

男子 １０ ３ １ ２ １６ 

女子 １０ ３ １ ２ １６ 

 

９ 引率者及び監督 

       (1) 引率者及び監督は当該校の校長・教員（非常勤は除く）・部活動指導員（※１）とする。ただし， 
部活動指導員は教育委員会設置要項のもと，以下の条件を満たしていなければならない。また， 
中学校体育連盟が主催する大会（予選を含む）で登録できる学校は１校のみであること。 

                  ① 満２０歳以上であること。 
                  ② 主催者からの要望があった場合，大会運営に協力する姿勢があること。 
                  ③ 次のいずれかに当てはまる者とする。 



 
  ア 教育職員免許法に基づく免許を有する者。 

                     イ 公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導資格を有する者。 
                     ウ 自治体（含む教育委員会），体育（スポーツ）協会，中学校体育連盟のいずれかが主催

する研修会を受講している者。 

                           ※ ここでいう「部活動指導員」は，学校教育法施行規則第 78条の２に示されてい 

る者であり，学校設置者により任用されている者をいう。 

(2) 外部コーチは，校長が認めた者とする。ただし，中学校教職員・校長・部活動指導員が他校の 
外部コーチとしてベンチに入ることは認めない。 

                 ※外部コーチ…校長が学校部活動の指導者として承認した者で，日常的に学校部活動の指導 
に当たっている者。 

(3) 本大会に出場するチーム・選手の引率者，監督，外部指導者（コーチ），トレーナー等は，部活 

動中における暴力・体罰・セクハラ等により任命権者又は学校設置者から懲戒処分を受けてい 

ないものであることとする。また，外部の指導者は校長から暴力等に対する指導措置を受けて 

いないこととする。校長はこの点を確認して，大会申込書を作成する。 

 

10 競技規則  (1) ２０２２年度（公財）日本ハンドボール協会競技規則による。 

        (2) 試合球は，（公財）日本ハンドボール協会検定球【 モルテンのｄ６０とミカサのＨＢ 

４０Ｂ（ただし女子１号球，男子２号球）】を使用する。 

(3) 松ヤニの使用は不可とし，両面テープは使用可とする。但し今回の新規格ボールは， 

【Handballs played without resin】の仕様のため素手でプレーすることを推奨する。 

         (4) 選手変更は，当日の８：１０までに委員長に提出（選手変更用紙に校長印を押印したもの）し， 

監督会議にて了承されたものに限り認める。 

 

11  競技方法   (1) １，２回戦は，男女とも２０分ハーフのトーナメント方式で行う。 

           (2) １，２回戦は，同点の場合，延長戦を行わず，各チーム３名による７ＭＴＣにより決する。準 

決勝と決勝は，正規のルールで行う。同点の場合は，各チーム５名による７ＭＴＣにより決す 

る。 

                 (3) １，２回戦は，タイムアウトは前半１回・後半１回までとする。準決勝と決勝は，正規のルー 

ルで行う。 

 

12 組み合わせ (1) 組み合わせ抽選会  令和４年９月２６日（月）14:00～ 岩手県営体育館会議室 

(2) 抽選は岩手県中学校体育連盟ハンドボール専門部で行う。 

 

13 表  彰  (1) 優勝校には，優勝旗並びに個人にも賞状を授与する。 

(2) 優勝から第３位までに賞状を授与する。 

(3) 岩手県ハンドボール協会より，優秀選手を男女各１５名で選出し，表彰する。 

 

14 参 加 料 一人１，０００円（参加料は大会当日，受付時に集める）とする。    

 

15 参加申込 (1)申込方法 

① 所定用紙により１部作成し，所属学校長印を押印のうえ専門部会に持参，または郵送する

こと。 

 



② 岩手県中学校体育連盟の WEBサイト(http://www.iwate-chuutairen.net/)から参加申込書 

ファイル等をダウンロードし，必要事項を入力して E-mailにて送ること。件名は「○○中 

学校男子（女子）」とし，男女別にメールを送信すること。 

 

(2) 申込期限  郵送の場合，令和４年９月２８日（水）必着とする。なお，９月２６日（月）の組 

み合わせ抽選会に持参しても良い。 

(3) 申込書類 

① 大会参加申込書 1部  ② 外部指導者（コーチ）確認書 1部 

 

16 諸 会 議  (1) 監督会議  １０月１５日（土） 8:10～8:20 「花巻市総合体育館第２アリーナ」 

        (2) 審判会議  １０月１５日（土） 8:20～8:30 「花巻市総合体育館第１アリーナ会議室」 

 

17 そ の 他    (1) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策については，別掲「岩手県中学校体育連盟主催大

会開催に係る新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」に則る。 

       (2) 大会出場者（引率・監督・コーチ・選手）は，別紙「同意書」を学校に提出すること。学校で

は，同意書の提出を確認した上で参加申込書を作成すること。 

(3) 番号は，背・腹につけること。 

        (4) ＣＰ・ＧＫは，番号を明確に区別でき，コート内で４色が編成できるユニフォームを準備する

こと。 

        (5) メンバー表の提出・交換は行なわない。プログラムの選手名簿をもって，それにかえる。 

        (6) 会場使用規定により両面テープのみ使用可とする。松ヤニ及び粘着スプレーの使用は不可とす 

る。 

        (7) ウォーミングアップ会場は，第２アリーナを使用する。ただし，第３アリーナのコート脇を使

用する場合はボールを使用しない。外でのボールを利用してのアップ及び第１アリーナ２階と

第３アリーナ２階の走路の利用は禁止とする。 

        (8) パワーパンツ・アンダーシャツ等の使用は認めるが，ユニフォームと同色もしくはチーム全員

が同型とする。 

             （9) ベンチ内の指導者の服装は，全国中学校大会申し合わせ事項に従いＴシャツ・短パンとならな 

いように留意すること。なお，監督は役員表示「Ａ」，その他の役員は役員表示「Ｂ」～「Ｄ」 

のマークをつけること。 

(10) 大会参加者は，健康保険証を持参することが望ましい。 

 (11) 本大会ベスト４の地区に，令和５年度岩手県中学校総合体育大会のシード権を与える。 

優勝チームの地区 … 令和５年度県中総体第１シード 

準優勝チームの地区 … 令和５年度県中総体第２シード 

第３位のチームの地区（優勝チームに敗退）… 令和５年度県中総体第３シード  

第３位のチームの地区（準優勝チームに敗退）… 令和５年度県中総体第４シード 

（12）観戦者における競技会場内，または応援席や駐車場等，会場周辺の事故，破損等については， 

大会主催者や施設管理者は一切責任を負わない。一切の事故は自己責任であることを理解した 

上で観戦するものとする。 

         ※「会場周辺の事故」には，競技中のボール等の用具が車や人に直撃した場合や，風や雪，雷 

等，天候の影響で起こった場合も含む。 

 

http://www.iwate-chuutairen.net/)か


 

       (13) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染拡大防止の観点から，入場者を制限する場合があ 

るので「岩手県中学校体育連盟の WEBサイト（http://www.iwate-chuutairen.net/）」を確認 

すること。 

 

18  連絡先     (1) 大会運営・競技運営・申込に関すること 

岩手県中学校体育連盟ハンドボール専門部 委員長 上飯坂 徹 

【勤務先】 

〒025-0001 花巻市天下田 182番地 花巻市立花巻北中学校 

Tel 0198 (24) 8766   FAX 0198 (24) 8105 

                E-mail kitachu@edu.city.hanamaki.iwate.jp 

 

(2) 審判に関すること 

岩手県中学校体育連盟ハンドボール専門部 審判部長 中野 達也 

【勤務先】 

〒028-3308 紫波郡紫波町平沢字松田 42番地 2 紫波町立紫波第一中学校 

Tel 019 (672) 3580   FAX 019 (676) 6019 

                E-mail postm@shiwa1.shiwacho.ed.jp 

 

(3) プログラム・メール送信に関すること【メール送信先】 

花巻市中学校体育連盟ハンドボール専門部 プログラム担当 早川 大智 

【勤務先】 

〒025-0001 花巻市天下田 182番地 花巻市立花巻北中学校 

Tel 0198 (24) 8766   FAX 0198 (24) 8105 

                E-mail kitachu@edu.city.hanamaki.iwate.jp 

 

http://www.iwate-chuutairen.net/）

