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平成３０年度全国中学校体育大会 

第４７回全国中学校ハンドボール大会要項 

 

１ 目  的 この大会は，中学校教育の一環として中学校生徒に広くハンドボール競技実践の機会 

を与え，技能の向上とアマチュアスポーツ精神の高揚をはかり，心身ともに健康な中 

学校生徒を育成するとともに，中学校生徒の相互の親睦をはかるものである。 

 

２ 主  催 (公財)日本中学校体育連盟 (公財)日本ハンドボール協会   

山口県教育委員会 周南市教育委員会 

 

３ 主  管 中国中学校体育連盟 山口県中学校体育連盟 周南市中学校体育連盟 

山口県ハンドボール協会 周南市ハンドボール協会 

 

４ 後  援 スポーツ庁 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会   

全国市町村教育委員会連合会 (公社)日本ＰＴＡ全国協議会   

日本私立中学高等学校連合会 ＮＨＫ 全国新聞社事業協議会 毎日新聞社 

山口県 周南市 山口県中学校長会 山口県小学校長会 (公財)山口県体育協会 

山口県ＰＴＡ連合会 (公財)周南市体育協会  

         

５ 会  期 平成３０年８月１８日（土）～８月２１日（火） 

              １８日（土）開会式           １６：００～ 

              １９日（日）１回戦・２回戦（１６試合）  ９：３０～ 

              ２０日（月）２回戦・３回戦（１６試合）  ９：３０～ 

              ２１日（火）準決勝・決勝 （ ６試合）  ９：３０～ 

                    閉会式             競技終了後 

 

６ 会  場 開会式・競技/閉会式 

『キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター』ﾒｲﾝｱﾘｰﾅ２面,多目的ﾎｰﾙ１面 

〒745-0851  周南市周南緑地公園内   TEL 0834-28-8311 
 

７ 参加資格 

（１）参加者は，都道府県中学校体育連盟加盟の中学校に在籍し，当該競技要項により全国大会参

加資格を得た者に限る。 

 （２）年齢は，平成１５年（２００３年）４月２日以降に生まれた者に限る。 

（３）前項以外の生徒が参加を希望する場合は，平成３０年６月３０日までに，都道府県中学校体 

育連盟を通して，(公財)日本中学校体育連盟に申し出ること。 

（４）ブロック大会で選抜された一校単位で組織するチームとする。 

ただし，「全国中学校体育大会複数校合同チーム参加規程」に基づき，複数校合同チームでの 

参加ができる。 

 （５）夏季大会に限り, 同一年度内の参加は全競技を通じて, 一人一回とする。 

（６）１チームは，監督１名，役員３名（当該校教職員・部活動指導員・外部指導者１名以内），選

手１５名以内の編成とし，選手１５名が出場できる。 

（７）参加資格の特例 

①学校教育法第１３４条の各種学校（１条校以外）に在籍し，都道府県中学校体育連盟の予

選会に参加を認められた生徒であること。 

②参加を希望する各種学校は，以下の条件を具備すること。 

ア 全国大会参加を認める条件 

（ア）(公財)日本中学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し，それを尊重する

こと。 

（イ）生徒の年齢及び修業年限が我が国の中学校と一致している単独の学校で構成されて

いること。 
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（ウ）参加を希望する学校にあっては，運動部活動が教育活動の一環として，日常継続的

に当該校顧問教員のもとに，適切に行われていること。 

     イ 全国大会に参加した場合に守るべき条件 

（ア）全国大会開催基準を守り，出場する競技種目の大会申し合わせ事項等に従うととも 

に，大会の円滑な運営に協力すること。 

（イ）全国大会参加に際しては，責任ある当該校校長または教員・部活動指導員が生徒を

引率すること。また、万一の事故発生に備え，傷害保険等に加入するなどして, 万

全の事故対策を立てておくこと。 

（ウ）大会開催に要する経費については，必要に応じて，応分の負担をすること。 

（８）個人情報の取扱い(利用目的) 

大会主催者は、個人情報保護に関する法令を遵守し，(公財)日本中学校体育連盟「個人情

報保護方針・規程」に基づき，取得する個人情報について適正に取り扱う。また，取得した

個人情報は，競技大会の資格審査・競技大会運営上必要なプログラム編成及び作成・ホーム

ページ・掲示板・報道発表・記録発表(記録集)等，その他競技運営及び競技に必要な連絡等

に利用する。大会に参加する各選手はこれに同意する。 

 

８ 参 加 料  

（１）参加登録選手一人につき，３，０００円とする。 

 （２）参加申込書に記載された登録選手数の参加料を８月１３日(月)までに下記口座に振り込みで

納入すること。※振込手数料は 各校負担 

 （３）参加申込締切以降の参加取り消しや不出場の場合、参加料の返金は行わない。 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 引率者及び監督  

（１）参加生徒の引率・監督は、出場校の校長・教員・部活動指導員※１とする。（部活動指導員が

引率・監督を務める場合は、所定の参加申込書に必要事項を記入し、大会事務局に提出する。

なお、部活動指導員は、他校の引率者及び依頼監督にはなれない。） 

  ※１→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 

（２）全国大会では外部指導者（コーチ）をおくことができる。外部指導者（コーチ）は、出場校

の校長が認めた者とし、所定の「外部指導者（コーチ）確認書（校長承認書）」に必要事項を記

入し、大会事務局に参加申込み時に提出する。但し、当該校以外の中学校教職員は、外部指導

者（コーチ）にはなれない。また、同一人が複数校の外部指導者にはなれない。 

（３）（公財）日本中学校体育連盟が主催する本大会に出場するチーム・選手の引率者、監督、部活

動指導員、外部指導者(コーチ)、トレーナー等は、部活動の指導中における暴力・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者であることとしている。

校長はこの点を確認して、大会申込書を作成する。 なお外部の指導者は校長から暴力等に対す

る指導処置を受けていないこととする。 

（４）合同チームの引率・監督は出場校の校長・教員・部活動指導員とする。ただし、やむを得な

い場合は校長・教員による代表引率・監督を認める。部活動指導員は、合同チームの代表引率・

監督になることができない。 

 （５）部活動指導員として複数校に勤務する場合、全中大会で引率・監督を担当できる学校は１校
のみとする。着任時に大会等の引率・監督を担当する学校を決定し、所属する都道府県中学校
体育連盟に報告する。複数の都道府県で指導する場合も、引率監督を認めるのは１校のみであ
る。 

  

 

 

振込先   山口銀行 山口支店（店番 ０４３） 
口座番号  （普通）５１５６６０２ 

口座名義  平成 30 年度全国中学校体育大会 山口県実行委員会  

ハンドボール 事務局長 茗荷谷武弘 

（ﾍｲｾｲｻﾝｼﾞｭｳﾈﾝﾄﾞｾﾞﾝｺｸﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾀｲｲｸﾀｲｶｲ ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝｼﾞｯｺｳｲｲﾝｶｲ ｼﾞﾑ

ｷｮｸﾁｮｳ ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾀｹﾋﾛ） 
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10 参加数・ブロック割り当て数 

  下記ブロック区分から選出された男女合計４０チームによって行う。（男女同数） 

地 区 北海道 東北 関東 北信越 東海 近畿 中国 四国 九州 開催地 計 

割当数 １ １ ３ ２ ３ ３ ２ １ ３ １ ２０

  

11 競技規則 

 （１）平成３０年度（公財）日本ハンドボール協会競技規則並びに（公財）日本中体連ハンドボー

ル部競技運営に関わる申し合わせ事項による。 

（２）使用球は，（公財）日本ハンドボール協会検定球とする。（モルテン H2X4000・ミカサ HB2000） 

 

12 競技方法  

（１）トーナメント方式とし，３位決定戦は行わない。 

（２）競技時間は，25 分－10 分－25 分とする。同点の場合は延長戦を行う。準決勝戦までは第１

延長，決勝戦は第２延長まで行い，決定しない場合は７ｍＴＣ（５名）によって決する。 

 

13 表  彰 

 （１）優勝チームに，（公財）日本中学校体育連盟より優勝トロフィー，（公財）日本ハンドボール 

協会より優勝旗、優勝杯（持ち回り）を授与する。 

（２）優勝以下第３位までに，トロフィー，メダル，賞状を授与する。 

 （３）優秀選手男女各７名に実行委員会より記念品を授与する。 

 

14 参加申込 

  （１）申込方法 

①所定の用紙に所属学校長印及び所属都道府県中学校体育連盟会長印を押印のうえ，下記申

込先に簡易書留または簡易速達で申し込むこと。 

②プログラム作成の関係上，ブロック大会終了後, 第 47 回全国中学校ハンドボール大会のホ

ームページ（ｱﾄﾞﾚｽ http://yamag-hba.sakura.ne.jp）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。（チーム写真含む）その後，下記申

込先に正式に関係書類を郵送すること。 

③８月９日（木）までに大会が終了しない場合、大会終了後、ブロック長より E-mail 分を

提出。参加校は、８月１３日（月）までに正式書類を郵送すること。 

（２）申込期限  平成３０年 ８月 ９日（木）必着とする。 

 （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 

 （４）申込先 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〒745-0851 山口県周南市大字徳山 4915  

      周南市立岐陽中学校内 

      平成 30 年度全国中学校体育大会 

      第 47 回全国中学校ハンドボール大会 実行委員会事務局 

      事務局長    湯 浅 昭 宏 

      事務局 TEL 0834-31-3833 FAX 0834-22-8524  

      事務局携帯   080-4598-9306 

E-mail．    zenchu.shunan.handball@gmail.com 
      URL      http://yamag-hba.sakura.ne.jp 
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15 諸 会 議   

（１）(公財)日本中学校体育連盟ハンドボール競技部会  

①８月１７日（金）  14:00～17:00  

 「ホテルサンルート徳山 別館１Ｆ飛鳥の間」 

    ②８月１８日（土）   9:00～10:00   

「キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター庭球場第１会議室」 

 （２）審判・ＴＤ研修会・会議   

８月１８日（土）  13:00～14:30 

「キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター庭球場第１会議室」 

（３）監督会議       

８月１８日（土）  14:45～15:45  

 

 

 

 

 

 

16 宿  泊 

 （１）宿泊・弁当については，別紙「宿泊・弁当要項」により斡旋する。 

※適切な危機管理対応（感染症・自然災害等）を確保するため，必ず，大会実行委員会指定 

の業者を通して申し込むこと。（指定外の宿泊施設の利用は，原則として認めません。） 

 （２）申し込みは, 直接下記取扱業者宛に８月１０日(金)必着で申し込むこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 そ の 他 

  （１）選手の背番号は，No.１～No.１５を使用することが望ましい。大会申込み後の番号変更は認 

めない。 

 （２）ユニフォームは，コート上でＧＫとＣＰの４色が判別できるものを用意する。 

 （３）申込み後の選手，氏名の変更は所定の用紙に記入の上，監督会議前に大会事務局まで提出す 

る。 

 （４）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。 

 （５）大会期間中の負傷・疾病については，応急処置のみ行う。また，本大会では独立行政法人日 

本スポーツ振興センター法の定めを適用する。なお，参加者は健康保険証を持参することが 

望ましい。 

 （６）抽選は，主催者及び関係者の立ち会いによる責任代理抽選（抽選日：８月１０日(金)）とし

決定次第，関係都道府県中学校体育連盟及び参加チームに連絡する。 

（ＨＰ公開日：８月１１日(土）） 

 （７）同一中学校で男女出場するチームの同時刻での試合は，第１試合(１・２回戦)のみ，できる

限り考慮する。 

 （８）開会式参加にあたっては，ユニフォームを着用する。 

 （９）男女３位までのチームは, 閉会式に参加する。 

 （10）練習会場の割当は，後日出場校に連絡する。 

 （11）大会ホームページに大会要項・申込書類一式・会場案内図を掲載する。 

    URL http://yamag-hba.sakura.ne.jp  
 

『キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター カルチャールーム』 

〒745-0851  周南市周南緑地公園内  TEL 0834-28-8311 

 

〒745-0032 山口県周南市銀座１丁目２９番地 

      株式会社日本旅行 徳山支店 

      担当 小原 弘昭 

      TEL 0834-22-1771  FAX 0834-21-0829 

      E-mail ec_tokuyama@nta.co.jp(PDF 形式） 
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18 連 絡 先 

 （１）大会開催前  平成３０年８月１７日(金)まで 

 

〒745-0851 山口県周南市大字徳山 4915  

      周南市立岐陽中学校内 

      平成 30 年度全国中学校体育大会 

      第 47 回全国中学校ハンドボール大会 実行委員会事務局 

      事務局長    湯 浅 昭 宏 

事務局 TEL 0834-31-3833・FAX 0834-22-8524   

事務局携帯    080-4598-9306 

E-mail.      zenchu.shunan.handball@gmail.com 

  

（２）大会期間中  平成３０年８月１８日(土)から２１日(火)まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）大会ホームページアドレス 

 

 

 

昼間 大会本部  『キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター』 

〒745-0851  周南市周南緑地公園内 
事務局携帯 080-4598-9306 

夜間 大会本部宿舎『ホテルサンルート徳山』 

〒745-0025 山口県周南市築港町 8-33 

ホテル TEL 0834-32-2611   

          事務局携帯 080-4598-9306 

平成 30 年度全国中学校体育大会 

第 47 回全国中学校ハンドボール大会ホームページ 

          http://yamag-hba.sakura.ne.jp  


