高松宮記念杯 男子第 64 回・女子第 57 回
令和３年度 (２０２１年度) 全日本学生ハンドボール選手権大会 大会要項

大 会 名

高松宮記念杯男子第 64 回・女子第 57 回令和３年度(2021 年度) 全日本学生ハンドボール選手権大会

主

催

公益財団法人日本ハンドボール協会、全日本学生ハンドボール連盟

共

催

一般社団法人 大学スポーツ協会（ＵＮＩＶＡＳ）

主

管

関東学生ハンドボール連盟、山梨県ハンドボール協会

後

援

山梨県、甲府市、甲州市、 山梨県教育委員会、甲府市教育委員会、甲州市教育委員会、
(公財)山梨県スポーツ協会
毎日新聞社、山梨日日新聞社、山梨放送

オフィシャルパートナー

ヤマト運輸株式会社

協

株式会社モルテン、 Ｉｍｐａｌ

賛

協力企業

株式会社 ＹＢＳ Ｔ＆Ｌ

開催期日

２０２１年１１月６日（土）～１１月１０日（水）５日間
１１月 ６日（土） 男子・女子 １回戦 各１６試合 計３２試合
１１月 ７日（日） 男子・女子 ２回戦 各 ８試合 計１６試合
１１月 ８日（月） 男子・女子 ３回戦 各 ４試合 計 ８試合
１１月 ９日（火） 男子・女子 準決勝 各 ２試合 計 ４試合
１１月１０日（水） 男子・女子 決 勝 各 １試合 計 ２試合
＊開会式および代表者会議 １１月５日（金） 小瀬スポーツ公園体育館

会

場

・小瀬スポーツ公園体育館 （甲府市小瀬町 840） TEL：055-243-3111.

(2 面 40M×20M)

＊中央本線甲府駅南口、タクシー20 分内外
＊中央本線甲府駅南口、伊勢町経由小瀬スポーツ公園行きバス、「小瀬スポーツ公園正門」
又は「小瀬スポーツ公園」下車、徒歩すぐ（所要時間３０分内外）
・緑が丘スポーツ公園体育館（甲府市緑が丘 28-2） TEL：055-253-1906. (2 面 38M×20M）
＊中央本線甲府駅北口、タクシー5 分内外
＊中央本線甲府駅南口、高経由敷島方面行きバス、「塩部」下車（所要時間１０分内外）
徒歩１０分内外
・甲州市塩山体育館

（甲州市塩山小屋敷 1854） TEL：0553-32-1116. (2 面 38M×20M）

＊中央本線塩山駅北口、タクシー10 分内外
※小瀬体育館⇒３０分⇒緑ヶ丘体育館⇒４０分⇒塩山体育館⇒３０分⇒小瀬体育館
試合形式

男女ともトーナメント方式。３位決定戦は行わない（準決勝敗退の２大学を３位とする）。

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及び全日本学連申し合わせ事項により実施する。

競技時間

前半３０分―休憩１０分―後半３０分
正規の時間内で勝敗がつかない場合は、第一延長、前半５分―休憩１分―後半５分、第一延長で勝
敗がつかない場合は、第二延長、前半５分―休憩１分―後半５分、第二延長で勝敗がつかない場合
は、各チーム５名ずつの７ｍスローコンテストで勝敗を決する。

試 合 球

モルテン社製のボール、ヌエバ X5000（男子 H3X5001-BW、女子 H2X5001-BW）を使用する。

ド ー ピ ン グ 防止

１，本競技会は、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す。
２，本競技会参加者は、競技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・コントロール手続の対象となることに同意したものとみなします。

３，本競技会参加者は、本競技会において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
可能性があります。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
規定に基づき制裁等を受けることになるので留意して下さい。
４，競技会、競技会外検査を問わず、血液検査の対象となった競技者は、採血のため、競技／運動終了
後２時間の安静が必要となるので留意して下さい。
５，日本アンチ・ドーピング規程の詳細内容およびドーピング検査については、公益財団法人日本アン
チ・ドーピング機構のウェブサイト（http://www.playtruejapan.org）にて確認して下さい。
大会参加時はもとより、平素からアンチ・ドーピング教育に取り組んでください・
参加資格

各都道府県協会を通して（公財）日本ハンドボール協会の令和３年度登録を完了し、全日本学生ハ
ンドボール連盟に登録済みの大学男子・女子のチームで、全日本学連（北海道・東北・関東・北信
越・東海・関西・中四国・九州）より推薦されたチームであること。
また、構成員（選手・役員）の個人としても、全員、（公財）日本ハンドボール協会、および全日
本学生ハンドボール連盟の令和３年度登録を完了していなければならない。
出場チームは、男子 32 チーム、女子 32 チームとする。

参加人数

① 大会参加申込の役員・選手は「役員＝６名・選手＝20 名」の登録とする。
また、ベンチ登録の役員・選手は「役員５名・選手=16 名」とする。尚、申込後の変更は認めない。
エントリー20 名以外の選手は、プログラム原稿に氏名、学年、出身校を記載する。
留学生については、全日本学生ハンドボール連盟の取り決めにより、大会エントリー３名以内、
ゲームエントリー２名までとする（短期留学生は不可）。
② 役員構成は、部長・監督・コーチ・主務・副務・トレーナー等どのような構成でも可能とする。
③ 引率責任者は大学の専任教職員、または部長が任命した者であること。
今回はコロナの関係で役員登録者（学生不可）以外は認められない。対象者がいない場合は、
所属学連の理事長か理事に依頼する。

申込方法

様式Ⅰ・・大会参加申込書、 様式Ⅱ-①・・プログラム原稿、 様式Ⅱ-②・・プログラム原稿説明、
様式Ⅲ・・引率責任者届出用紙、 様式Ⅳ・・大会傷害保険加入名簿、 様式Ⅴ・・Ｔシャツ申込用紙
様式Ⅵ・・銀行振込確認書、 様式Ⅶ・・宿泊弁当案内申込用紙、 様式 VIII・・プログラム販売申込書
様式 IX・・選手変更届、 様式 X・・補助部員登録届
＊申込書ファイル一式を下記アドレスからダウンロードし、必要事項を記入すること。
http://www.asahi-net.or.jp/~zb3m-knk/（関東学生ハンドボール連盟 HP）
① 2021 年開始の（公財）日本ハンドボール協会の新登録システムのマイハンドボールに必ず登録する
こと。※出場するチーム役員・選手は未登録の場合は各試合会場に入場はできませんので、必ずお
忘れないように、マイハンドボールページ内のイベントから大会を選択し、各会場に入場する方々
の登録をお願いいたします。登録方法は、関東学生ハンドボール連盟ホームページ内に記載してお
ります。 ※マイハンドボール登録マニュアルのご確認をお願いいたします。
② 様式Ⅰは２部作成し、１部は大学承認印（個人印ではなく大学公認印）を押印の上、所属学連
事務局へ所属学連が設定した締切日までに郵送すること（その際、各大学は所属学連に締切日を
問合せておくこと）。その後、各地区学連事務局は申込書を取りまとめ、個人登録等の内容を確認
の上、１０月１５日（金）までに全日本学連事務局に郵送必着のこと。

送付先

〒106-0044 東京都港区東麻布２－２１－２ 全日本学生ハンドボール連盟事務局

また、各大学は、様式Ⅰのもう一部を、エクセルのままメールに添付して期日までに大会事務局に
送信のこと 大会事務局（E-mail：yukichinose1979@gmail.com）
〆切 １０月１３日（水）までに送信すること。
③ 様式Ⅱ-①はデータにて指定印刷会社（株式会社 鶴興社）へ直接送信すること。
必要事項を記入の上、１０月１３日(水）までに、次の宛先へ添付メールすること。
株式会社鶴興社・担当：鶴田真也・携帯：090-8052-0946 山梨県甲州市勝沼町小佐手 193-3
送信先 E-mail：shinya@tsuruko.co.jp
④ 様式Ⅳ 必ず指定保険会社へ直接申し込むこと。
⑤ 様式Ⅴ 必要な場合は、別添資料を参照にして直接申し込むこと。
⑥ 様式 VI 必ず大会事務局へメールすること。
⑦ 様式Ⅶ 必要な場合は、別添資料を参照にして直接申し込むこと。
⑧ 様式Ⅷ 必要な場合は、大会事務局へメールすること。
⑨ 様式Ⅸ 必要な場合は、代表者会議時に提出すること。
⑩ 様式Ⅹ 必要な場合は、代表者会議時に提出すること。
⑪ 様式Ⅲは下記大会事務局へ郵送して下さい。
大会事務局

〒４００－００４３ 山梨県甲府市国母８－６－１０
2021 全日本インカレ事務局 市瀬 祐樹
E-mail：yukichinose1979@gmail.com

TEL/090-2494-5173

＊郵送必着締切日→１０月１３日 水曜日
参 加 料

１チーム、50,000 円

振 込 先

参加料は次の口座へ振り込むこと。 口座名：山梨インカレ事務局（ヤマナシインカレジムキョク）
山梨中央銀行 国母(こくぼ)支店 普通５７７２４３
＊振込に際して、必ず大学名で振り込むこと。男女参加大学の場合は、先頭に必ず男女の記載を
すること。（例）国士舘大学の場合、男子：ダコクシカン、女子：ジコクシカン
＊振込の締切は２０２１年１０月１３日（水）

組 合 せ

組合せ抽選は、２０２１年１０月１６日（土）に主催者が行う。
その結果は（公財）日本ハンドボール協会および関東学連 HP 等で公開する。

諸 会 議

① 審判 TD 会議
１１月５日（金）１３時００分～ 小瀬スポーツ公園体育館会議室
② アンチドーピング研修会（参加全大学、必ず複数名参加すること）
１１月５日（金）１３時４０分～ 小瀬スポーツ公園体育館会議室
③ 代表者会議（各チームから代表者２名出席とする）
１１月５日（金）１４時３０分～ 小瀬スポーツ公園体育館会議室

開・閉会式

① 開会式
１１月５日（金）１６時００分より 小瀬スポーツ公園体育館
＊各チーム部員全員１５時３０分までに 小瀬スポーツ公園体育館に集合すること。
＊統一された服装で参加すること。着席場所等詳細は後日連絡。尚、部旗と旗竿は各チームで持参
すること。

② 閉会式

１１月１０日（水）競技終了後 小瀬スポーツ公園体育館
＊男女３位以上のチーム全員、および優秀選手は参加すること。

※上記の諸会議、開・閉会式は、コロナウィルス感染対策により縮小又は Web 対応になる場合があります。
この場合は、後日連絡致します。
宿 泊斡 旋

取扱業者、㈱ＹＢＳ Ｔ＆Ｌ（山梨県甲府市北口２丁目６−１０） 担当：長沼 亮
電話番号：055-231-3370 携帯番号：090-5521-3997

損 害保 険

本大会に参加するチーム構成員（選手・学生役員）は全員、下記により必ず傷害保険に加入しなけれ
ばならない。尚、役員・トレーナー・引率責任者は任意とする。
保険料は 1 名５００円で２０２１年１０月１３日（水）までに大会参加料と一緒に振込完了すること。
保険期間 大会前日から７日間（２０２１年１１月４日～１０日）
支払条件 本大会に参加するため自宅を出てから、大会参加後に自宅に帰るまで。
補償内容 ＊保険の改定により補償内容が変更となる場合があります。
死亡・後遺障害 1,000 万円
入院日額 6,000 円（けがをした日から 180 日以内 180 日限度）
通院日額 3,000 円（けがをした日から 180 日以内 90 日限度）
万一事故が起こった場合
30 日以内に取扱会社（下欄の代理店）に連絡すること。
病院の領収証を必ず保管しておくこと
保険会社 日新火災海上保険社代理店 A.B.I 株式会社
山梨県中央市若宮 29-1 ジョイフルプラザ 2-E TEL：055-278-6650
担当者：島田・平井 メールアドレス：m.shimada@abicnet.com

そ の 他

＊コロナ対策における大会の有観客・無観客について、役員・選手の直近２週間の健康チェックシート
の提出、その他については別途定めて、後日各チームに連絡致します。
＊大会エントリーし、ベンチに入る者は、必ず、令和３年度（公財）日本ハンドボール協会登録証
を持参し、提出すること。
＊登録されていない役員以外のトレーナーは、メンバー表提出時に別にオフィシャル席に届ける事。
試合中にベンチ入りは認められないが、交代地域以外の指定された場所で着席し待機する事。
交代地域やコート内に対いることはできない。プレーヤ―が負傷した場合、交代地域以外の待機場所
で応急手当をする事。コート内の選手に声をかけたり、戦況の指示をしないこと。なを、この席に
登録できる該当者は、トレーナー、医師などの公的資格を有していなければならない・
なを、コロナ影響により会場に入場できないので様式Ⅹに記載し、代表者会議時に提出の事。
＊競技開始 10 分前までのメンバー変更は可能とする（アップ中の怪我などへの対応）。
※ユニホームに関しては、2021 年度改訂の日本協会・学連ユニフォーム規定に準ずること
なを、最近、メーカー広告の数が多かったり面積が大きかったり違反が見られるので、競技規則に
示されている通りのユニホームを用意する事。また、背番号が見にくいデザイン、色の使用は避
ける事
＊ユニホームは CP／GK 用をそれぞれ濃淡２色以上（CP／GK 用合わせて４色以上とすること）登
録すること（各２色は必須、１色では大会に参加できません）。

＊背番号は1から99まで使用可能。ただし、貼り番号（ユニホームの上から布等を使用し、新たな
番号に書き換えること）は禁止。
＊ユニホームの色の確認は、第１試合は試合開始 30 分前、第２試合以降は、前の試合の前半終
了直後に記録席前で行う。登録されたすべての種類のユニホームを持参すること。調整がつか
ない場合は、各大学のトーナメントの数字が大きいチームが変更すること。
＊ベンチ入りする登録役員の着衣は、相手チーム CP のユニホームと同（系）色ではいけない。
違う色に着替えるか、違う色のビブス等で対応すること。
＊アンダーシャツ、靴下、コンプレッションソックス、サポーター類の使用に関しては、(公財)
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程』（2019.4.1）に準ずる。尚、
アンダーシャツのハイネックタイプに関しては、ベンチ入り全員が同色のものを着用するか、全
員が着用しないかにすること（全日本学連規程による）。
＊シューズは屋内、屋外それぞれ専用のシューズを必ず準備すること。
＊松ヤニ及び松ヤニスプレーに類するものの使用を禁止する（両面テープのみ使用可）。
＊大会参加に際しては、健康管理に留意し大会に臨むこと。尚、全日本学連・主管学連協会・大会事務
局とも大会期間中の疾病・受傷に関して一切の責任を負わない。
（平成 23 年６月全日本学連第１回総合役員会決定事項）。
＊本年度より可能になった交代地域に持ち込み機器に関しては、日本ハンドボール協会『交代地域
に持ち込み可能な技術的機器に関するガイドライン』（2021.4.1）に準ずる。
＊顔面（フルフェイス）マスクについては、いかなる素材であっても使用は認められていないが、
メガネタイプやソフトゴーグル、ノースガードなど形状、材質によっては認められることもある
ので、事前に大会本部に問合せて（大会申込時に写真を同封し、大会本部に使用許可申請）使用
許可を取り、試合当日、審判員に確認してもらうこと。尚、直前の怪我の場合は別途受付ける。
＊大会申込に当たって、必要書類は日本協会登録のデータ（氏名の漢字、学年、出身校、身長等）
に基づいて作成されることが前提となるので、参加チームは日本協会登録データを確認し、間違
いのある場合は正しい情報に修正しておくこと。
＊以上の申し合わせ事項・注意事項をチーム全員で認識し厳守すること。
＊本大会の男女１・２位のチームは、日本選手権に全日本学生ハンドボール連盟から推薦される。
令和３年度第７３回日本選手権大会
男子 ２０２１年１２月０１日～１２月０５日

大阪府堺市

女子 ２０２２年０１月０５日～０１月０９日

熊本県山鹿市・菊池市

＊大会不参加となった場合の宿泊施設・交通等の取消料については、大会主催は一切関知致しません。

問合せ先

（大会事務局）

〒４００－００４３ 山梨県甲府市国母８－６－１０

2021 全日本インカレ事務局 市瀬 祐樹
E-mail：yukichinose1979@gmail.com
(学連事務局）

TEL/090-2494-5173 FAX：055-213-0079

〒１０６－００４４ 東京都港区東麻布２－２１－２

全日本学生ハンドボール連盟 事務局長 荒木 茂徳
E-mail：kfc-1336@axel.ocn.ne.jp

TEL/03-3568-8015

携帯/090-8875-1423

