２０１９北日本ストリートハンドボールフェス in はなまき 開催要項
１．大会名

２０１９北日本ストリートハンドボールフェス in はなまき

２．趣 旨
❶ 「わが国のストリートハンドボールの健全な普及・振興を図る統括団体として、幼児から青少年の健全
な育成及び生涯にわたる国民の心身の健全な発達に寄与し、体力の向上と豊かな人間性を涵養するこ
と」を目的に日本ストリートハンドボール連盟設立後、初の主催イベントで、アクティビティとして
のストリートハンドボールの楽しさを体感するとともに、内外にその魅力を発信する。
❷ 音楽✖スポーツ✖各種コラボ企画により、情報発信と交流の場を創出する。
花巻ジュニアオーケストラ 及び Blue Hairs ライブ ＠H a N a M a K i - J a M → 花巻市✕音楽✕
各種フード・マーケット・体験ワークショップ
若手クリエイター
2019熊本女子世界ハンドボール選手権&2020インターハイハンドボールPR
によるエンタメ創造
・発信プロジェクト
３．日 程
平成３１年５月１日（土）９時～１６時
８：３０ 開場・受付、代表者会議
９：００ オープニング・セレモニー《花巻ジュニアスイングオーケストラ出演》
９：１５ 審判講習、ウォーミングアップ
☆HaNaMaKi-JaM コラボ企画
１０：００ ゲーム
宮沢賢治「銀河鉄道の夜」をモチーフに
１５：００ クロージング・セレモニー BlueHairs ライブ
作曲した 3/5 リリース曲
「星の涙 月の祈り」
、他
１６：００ 閉会
http://bluehairs.strikingly.com
４．会 場
日居城野運動公園芝生広場(6面)
https://www.facebook.com/bluehairsmusic/
花巻市総合体育館(6面) TEL 0198-23-1611
〒025-0066 花巻市松園町50
・車：東北自動車道「花巻南IC」より約15分
・鉄道：:JR花巻駅より徒歩30分
・路線バス：JR花巻駅「4番」乗り場～花巻温泉線・天下田団地線に乗車→「松園町」下車

５．主 催
６．共 催
７．後 援

日本ストリートハンドボール連盟
東北社会人ハンドボール連盟
岩手県社会人ハンドボール連盟 花巻市ハンドボール協会
岩手県 （公財）岩手県体育協会 岩手県広域スポーツセンター （一社）岩手県障がい者スポーツ協会
花巻市 （一財）花巻市体育協会 はなまきスポーツコンベンションビューロー
花巻ケーブルテレビ
えふえむ花巻 岩手日報社 岩手日日新聞社 河北新報社
読売新聞盛岡支局 朝日新聞盛岡総局 毎日新聞盛岡支局 産経新聞盛岡支局 ＩＢＣ岩手放送
テレビ岩手 ＮＨＫ盛岡放送局 めんこいテレビ 岩手朝日テレビ エフエム岩手

８．協 賛

各企業団体（調整中）

９．協 力

めんこいテレビ （一社）日本車椅子ハンドボール連盟 ふれあいランドいわて
花巻青年会議所 （株）BonD Planning BlueHairs 花巻ジュニアスイングオーケストラ

10．主 管
日本ストリートハンドボール連盟岩手県支部
11．カテゴリー、出場条件
部門
年 齢 、種 別
アンダ-8 2019年４月現在、小学２年生以下の男、女、混成
キッズ
アンダ-10
〃
〃 ４年生以下の男、女、混成
アンダ-12
〃
〃 ６年生以下の男、女、混成
ユース
アンダ-14
〃
中学２年生以下の男、女、混成
アンダ-16
〃
高校１年生以下の男、女、混成
ジュニア
アンダ-18
〃
〃 ３年生以下の男、女、混成
大学生･一般 ｵｰﾊﾞ-18 〃
シニア
ファミリー

ｵｰﾊﾞ-４0～

18才以上の男、女、混成
ｵｰﾊﾞ-50～

登録人数

コート上 監督･コーチ

監督１名
６名

４名

コーチ
２名以内

ｵｰﾊﾞ-60～

＊３世代も大歓迎

所定の手続きを期日までに完了していること
未成年チームは、成人の代表者、引率者がいること
スポーツ安全保険（団体・個人）に加入していること
12．参加料 ① U-8、U-10、U-12 ･･･１チーム
500円
② U-14、U-16、U-18 ･･･１チーム 1,000円
③ O-18～、ファミリー ･･･１チーム ２,000円

※カテゴリー毎、ミックス･男･女別
に組合せを編成次第、事前にメール
でお知らせします。

13．表 彰
各カテゴリーの優勝、準優勝、その他お楽しみ各賞の表彰を行う。
14．申込方法 ① 日本ストリートハンドボール連盟ＨＰからダウンロード
→ https://happy-w.wixsite.com/streethandballjapan
② 参加申込シート（エクセル）に必要事項を記入し、事務局までメールで申込むこと
＊申込先：日本ストリートハンドボール連盟岩手支部事務局 阿部光太郎あて
E-mail abk777abs@gmail.com
FAX 0198-29-6334
＊申込期限：2019 年４月２３日（火）正午必着
※タイムテーブル編成上、枠が埋まり次第お断りする場合があり得る事を予めご了承願います。

③ 参加費を指定口座に振り込むこと（手数料は各自負担願います。）
＊振込先：東北労働金庫 花巻支店 店番066 6452690（普通預金）
＊口座名義：日本ストリートハンドボール連盟岩手県支部 支部長 中島昭博（ナカシマアキヒロ）
＊振込期限：2019年４月23日（火）
15．ゲーム方法
(1) カテゴリーごとにリーグ戦方式で行う。（勝ち点２、負け点１、得失点差で順位決定）
(2) 同点の場合は、５㍍スローコンテスト、サドンデス勝負で勝敗を決する。
(3) ボールは、ストリートハンドボール専用ボールを使用する。
(4) コートサイズは１０㍍×２０㍍ ゴールエリアは４㍍の半円（U-8：３㍍）とする。
(5) 監督・コーチは、別紙ルールを必読し、代表者会議、審判講習に参加すること。
16．留意事項
(1) リスペクトアザース（相手への敬意と相互理解）を大切にしましょう。
(2) スポーツマンシップ精神（相手・審判・ルールの尊重）を大切にしましょう。
(3) ユニフォーム又はビブスを着用してください（お揃いのＴシャツも可）。
(4) 未成年チームは必ず成人代表者又は保護者が引率してください。
(5) 可能な限り、審判（主審、線審）、オフィシャル（得点、記録、計時）の協力をお願いします。
(6) 当日受付に間に合わない可能性がある場合は、早めに事務局に連絡してください。
(7) 当日参加チームが２分の１以上集まらない場合は、スケジュール変更や中止する場合があります。
(8) 各チーム外靴を入れる袋を用意し、外靴は下足箱に置かずに各自保管してください。
(9) 開催中の負傷や怪我について、主催者は責任を負わないものとします。（事務局では応急処置のみの対応
とし、必要に応じて救急車を要請します。）
(10) フェス中に撮影する映像や写真は、印刷物、CM、VTR、インターネット等に使用する場合があります。
(11) 芝生公園・体育館は大切に使用し、ゴミは各チームで全て持ち帰りましょう。
(12) 会場周辺には第１～第３駐車場まで充分な駐車スペースがあります。
17．その他
〇 ルール
・「2019北日本ストリートハンドボールフェス・ルール」参照
〇 審判、オフィシャル
・主審１名、線審２名、オフィシャル３名選出して協力願います。
※審判を出せない場合は、その旨申込シートに記載してください。
・主審は、笛を持参してください（電子ホイッスルは禁止）。
・審判は、審判講習（９時１５分～）に必ず参加してください。
〇 服装
・運動に適したウエア、シューズを着用しましょう。（ジーンズ・スカート等は不可）
〇 インストラクター養成講習
・4/30(月)同会場で開催する「岩手県総合型地域スポーツクラブ研修会」に参加した方にインストラク
ター認定証を交付します（スポーツに興味関心のある方は無料で参加できます）。
詳細は、岩手県広域スポーツセンターHPを参照のこと。

【問合先】 日本ストリートハンドボール連盟岩手県支部 支部長
（花巻市ハンドボール協会 会長） 中 島 昭 博 （ナカシマ アキヒロ）
勤務先：花巻清風支援学校 TEL 0198-28-2472 FAX 0198-28-2089
Mail： ptf63-nakashima-aki@iwate-ed.jp 携帯：080-1844-4406
花巻市ハンドボール協会マスコット ホゥルくん

