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開催趣旨

生涯スポーツとしてホッケーを楽しむマスターズ世代へ活動の
機会を創生し、

ホッケーを通して健康増進と相互の親睦を図り、

ホッケー競技の発展に資することである。

大会役員

競技役員

運営役員

会長 関谷淳一

副会長 瀧上正志 菅 雅則

委員長 宮本 隆三

副委員長 山田亮煕 石川伸男 森阪利明 井上三千代 浜中謙治

委員 中村康夫 高瀬宗救 一谷 徹 武部直美

TD 瀧上正志

TO 一谷 徹 松宮 弘 横田信明 鹿野育郎

ジャッジ 福永吉平 要石正宏 竹中 滋 堀川清文

UP 大久保文義 常喜浩幸 井上雄介 加藤直美 ケビンデムスター

松居文嘉 水谷理恵 杉浦利哉 府金尚輝

運営委員長 瀧上正志

運営副委員長 宮本 隆三 石川伸男 高瀬宗救

運営委員 山田亮煕 森阪利明 川上豊次 武部直美 井上三千代

西脇栄子 加藤明美 高森広治
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競技運営規定

１ 大会運営
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２ 競技規則

３ 競技時間

４ 競技方法

５ 選手の交代

６ 服装

７ ベンチ

８ メンバー

９ 表彰規定

１０ その他

本大会の運営は、（公社）日本ホッケー協会競技運営規程並びにマスターズ オープン２０２０実施要項による。

２０２０年度版（公社）日本ホッケー協会ホッケー競技規則による。

試合時間は、下表のとおりとする。

第１
クォーター

休
憩

第２
クォーター

休憩 第３
クォーター

休
憩

第４
クォーター

１５分 ２分 １５分 １０分 １５分 ２分 １５分

※第５クウォーターまである場合は、ハーフタイムを第３クウォーターの後にとる。

〇男子７０＋ （出場チーム数：２）

２回戦とする。いずれも延長戦、ＳＯ戦は行わない。

〇男子６０＋ (出場チーム数：４)

トーナメント方式とする。同点の場合は、ただちにＳＯ戦で勝者を決定する。

○男子５０＋ （出場チーム数：２）

初戦は混合チームでの試合、２試合目は東西対抗戦とする。

いずれも延長戦、ＳＯ戦は行わない。

① 選手の交代は、その試合にエントリーされた者の中から選ばれる。

② 選手が負傷により出血したとき、頭、心臓付近にボールが当たったときは、直ちに退場すること。止血
処理と傷の手当てが完了するまでは、再出場できない。最低、２分間は安静とすること。（再出場は、ＴＯ
の確認を取ること。）

① チーム毎に用意した背番号付きのビブスを着用する。

② スパッツ、アンダーシャツについては、チームで同じ色のものとする。着用と非着用の選手が混在してい
てもよい。

③ 選手はシャツ裾を常にきちんとパンツの中に入れ、すね当てを必ず着用してストッキングを上まであげ
て履くこと。

④ ゴールキーパーは、装具を完全に着用すること。

⑤ ペナルティーコーナーの保護用手袋およびフェイスマスクの使用は認める。ただし、試合開始前に必ず
当該試合ＴＯに使用確認と許可を得ること。なお、怪我を防止するため、フェイスマスク等の使用を奨励
する。

ベンチは、 [競技日程表]の左側チームがジャッジ席から見て左側とする。

試合開始１５分前にメンバーチェック、リングパス、服装・装具の点検を実施する。

○各部において、最優秀選手を選び表彰する。

○各部において、優秀選手を選び表彰する。

（７０＋ ２名、６０＋ ２名、５０＋ １名）

① 試合中、乱暴なプレーや審判員に対する誹謗等、スポーツマンらしくない行為は、戒める。

② 参加者は「行動規範 確認書」をしっかり確認すること。

③ 当大会において、抗議制度はない。

④ 競技中の疾病・傷害等については、大会本部で応急処置を行うが、その後の治療等はチームの責任にお
いて行うこと。（「負傷事故報告」の提出）

⑤ その他、本規程に定めのない事項または不測の事態が発生した場合は、ＴＤの指示に従うこと。
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試合スケジュール
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競技日程 開始時間 Aコート（ウォーターベース） 開始時間 Bコート（サンドベース）

第１試合 １１：３０ ７０＋
ウェスト７０＋ vs
イースト７０＋

１２：３０ ６０＋
ブルーイーグルス vs
グレイベアーズ

試合結果 試合結果

第２試合 １３：３０ ６０＋
グリーンウルフズ vs
ピンクパンサーズ

１４：００ ５０＋ MIX A vs MIX B

試合結果 試合結果

2020 11.21 SAT

競技日程 開始時間 Aコート（ウォーターベース） 開始時間 Bコート（サンドベース）

第１試合 １０：００ ６０＋ ３位決定戦 １２：３０ ７０＋
イースト７０＋ vs
ウェスト７０＋

試合結果 試合結果

第２試合 １２：００ ６０＋ 決勝戦

試合結果

第３試合 １４：００ ５０＋
EAST 50+ vs 
WEST 50+

試合結果

2020 11.22 SUN
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出場チーム 70+

5

ウェスト 70＋
監督 浜中 謙治

主将 宮本 隆三

背番号 氏名 年齢 出身校

1 浜中 謙治 83 大阪大

2 浅井 徹 82 関西大

3 周々木 東作 82 大阪大

4 古澤 保 81 京都大

5 山田 亮煕 78 甲南大

6 油 一彦 78 関西大

7 中村 芳雄 78 大阪大

8 菅 雅則 78 日本大

9 谷口 卓 77 和歌山大

10 西垣 丈人 77 同志社大

11 西村 秀博 77 和歌山大

12 吉内 雅昭 76 和歌山大

13 宮本 隆三 75 早稲田大

14 雨宮 三郎 74 早稲田大

15 水谷 太一 74 和歌山大

16 筒井 保俊 73 法政大

17 南崎 茂 72 同志社大

18 妹背 修治 72 和歌山大

19 富樫 数司 70 山陽高

20 鹿野 育郎 70 天理大

イースト 70＋
監督 高瀬 宗教

主将 森阪 利明

背番号 氏名 年齢 出身校

1 山岡 敏彦 79 明治大

2 木佐 保彦 77 慶応大

3 太田 秀樹 76 京都大

4 奥島 俊介 76 京都大

5 新井 健男 75 岐阜大

6 森阪 利明 74 慶応大

7 中村 一 74 明治学院大

8 関谷 淳一 73 慶応大

9 上村 幸夫 73 明治大

10 松本 光弘 73 慶応大

11 武宮 邦彦 73 慶応大

12 橋本 啓一 72 天理大

13 御手洗 康美 72 慶応大

14 松尾 修介 72 慶応大

15 曽我部 實 71 名古屋商高

16 谷野 茂樹 71 瀬戸高

17 横田 信明 71 法政大

18 武田 憲和 71 樋脇高

19 堤 雅明 70 法政大

20 溝上 正晴 70 慶応大

21 重田 定太郎 70 慶応大
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出場チーム 60+
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ブルーイーグルス
監督兼主将 川上 豊次

背番号 氏名 年齢 出身校

２ 平尾 隆文 69 瀬戸高

３ 川上 豊次 69 天理大

４ 中西 健悦 68 京産大

１ 濱岡 公治 66 法政大

１３ 永島 誠二 66 早稲田大

１２ 加藤 誠 66 防衛大

５ 佐々木 栄 64 沼宮内高校

１１ 石川 伸男 64 一橋大

６ 櫻町 一雄 63 慶応大

７ 佐合 重治 63 天理大

８ 野村 政弘 62 一橋大

９ 大坪 勉 61 一橋大

１０ 上田 知元 61 防衛大

グレイベアーズ
監督兼主将 水谷 良雄

背番号 氏名 年齢 出身校

２ 田島 充将 69 樋脇高

４ 河島 伸 67 関西大

５ 水谷 良雄 66 天理大

６ 杉山 友重 66 大阪大

７ 後藤 幸男 66 早稲田大

３ 牛鼻 幸二 65 樋脇高

８ 塚本 隆行 65 立命大

９ 石槫 和彦 64 岐阜西高

１０ 鈴木 金良 64 天理大

１１ 高橋 直 62 学習院大

１２ 松岡 理一 62 天理高

１ 中野 元司 61 明治大

１３ 田村 一 61 天理大

１４ 内山 耕一 60 一橋大

グリーンウルフズ
監督兼主将 高倉 照久

背番号 氏名 年齢 出身校

２ 高倉 照久 67 立命館大

１ 酒井 雄作 65 筑波大

3 錺間 裕 65 慶応大

4 国本 清 64 同志社大

5 星 雅已 63 慶応大

6 小山 卓 63 立命館大

7 三須 和泰 63 一橋大

8 出口 厚裕 62 立命館大

9 金山 龍一 62 立命館大

10 伊藤 泰清 62 同志社大

11 長谷川 正直 61 立命館大

12 齋 好男 61 甲南大

13 齋藤 永雄 61 立命館大

14 安倉 弘 60 甲南大

ピンクパンサーズ
監督兼主将 吉田 隆明

背番号 氏名 年齢 出身校

1 當寺ヶ盛 修 69 九州大

2 佐原 光 69 慶応志木高

3 天野 喜博 67 夕陽丘高

4 澤浦 節夫 65 利根商業

5 阿部 健二 65 和歌山大

6 国廣 利春 65 丹生高

7 吉田 隆明 65 九州大

8 秦 務 64 大阪大

9 徳増 政幸 63 法政二高

10 盛 正樹 62 学習院大学

11 中島 康仁 62 慶応大学

12 上杉 和敬 61 法政大

13 福山 岳彦 60 大谷高

14 山出 裕司 60 神戸大
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出場チーム 50+
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MIX A
監督兼主将 高森 広治

背番号 氏名 年齢 出身校

1 川上 正智 60 慶応大

2 永井 徹 50 立命館大

3 森本 克之 57 大阪大

4 松尾 英雄 66 天理大

5 高森 広治 62 天理大

6 ケビン デムスター 58 カーティン大

7 植坂 謙治 52 学習院

8 尾崎 啓 50 神戸大

9 望月 博明 62 箕島高

10 酒井 淳 60 大阪大

11 武安 浩一 57 防衛大

EAST 50＋
監督兼主将 高田 良太

背番号 氏名 年齢 出身校

1 川上 正智 60 慶応大

2 サイモン ロリマー 57 イギリス

3 遠藤 孝 57 法政大

4 植坂 謙治 50 学習院

5 ケビン デムスター 58 カーティン大

6 酒井 淳 60 大阪大

7 荒井 佳男 59 慶応大

8 高田 良太 56 学習院

9 古田 哉樹 52 山梨大

10 武林 功樹 58 甲南大

11 武安 浩一 57 防衛大

12 山崎 真一 56 石動高

MIX B
監督兼主将 高田 良太

背番号 氏名 年齢 出身校

1 和田 真二 60 天理大

2 サイモン ロリマー 57 イギリス

3 加藤 将史 58 大阪大

4 馬出 浩 57 天理高

5 宮本 誠二郎 51 甲南大

6 杉浦 利哉 56 天理大

7 荒井 佳男 59 慶応大

8 高田 良太 56 学習院

9 古田 哉樹 5２ 山梨大

10 武林 功樹 58 甲南大

11 山崎 真一 56 石動高

１２ 山内 靖弘 59 和歌山大

WEST 50＋
監督兼主将 高森 広治

背番号 氏名 年齢 出身校

1 和田 真二 60 天理大

2 澤田 昌宏 59 立命館大

3 山内 靖弘 59 和歌山大

4 森本 克之 57 大阪大

5 馬出 浩 57 天理高

6 松尾 英雄 66 天理大

7 高森 広治 62 天理大

8 杉浦 利哉 56 天理大

9 尾崎 啓 50 神戸大

10 永井 徹 50 立命館大

11 望月 博明 62 箕島高

12 加藤 将史 58 大阪大

１３ 宮本 誠二郎 51 甲南大

2020 11.21 SAT 2020 11.22 SUN
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実施要項
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１ 名称

２ 主催

３ 主管

４ 期日

マスターズ・オープン伊吹 2020

公益社団法人日本ホッケー協会マスターズ部会(MBK)

2020年11月21日（土）～11月22日（日）

マスターズホッケー11人制大会 実施要項

公益社団法人日本ホッケー協会マスターズ部会(MBK)

５ 会場 OSPホッケースタジアム（ウオーターベース）、伊吹第1グラウンド（サンドベース）

〒521‐0314 滋賀県米原市春照

６ 実施種別 ア）男子70歳以上の部（２チーム）

イ）男子60歳以上の部（４チーム）

ウ）男子50歳以上の部（２チーム）

注1)年齢が上位の部の者が、下位の部に参加することはできる。

注2)登録は一人1カテゴリーとし、2重登録は認めない。

注3)アンダーエイジは適用しない。

７ 参加資格 ① 男女とも、2020年12月末現在で各部別の年齢に達していること。

② 2020年度(公社)日本ホッケー協会に登録していること。

８ 参加人数 1チームの編成は監督1名を含む役員3名、選手21名以内、計24名以内とする。

９ 試合方法 トーナメント方式（4チーム）または同一相手と2試合（2チーム）。

１０ 競技規則 (公社)日本ホッケー協会 2020年度11人制ホッケー競技規則に準じて行う。

また、2020年度競技運営規程に沿って大会運営を行う。

１１ 試合時間 15分 4クォーター制 ボールボーイは配置しない。

一部５クウォーター制とする。

コロナウイルス感染症対策 指針

１ 大会参加者の留意点

１）参加者は、参加前に体温測定、咳 味覚 臭覚 倦怠感等の有無を自己管理して、健康状態を確認する。

異常が自覚される場合は、参加を断念する。

２）参加者は、会場内外での移動時には、ソーシアルデイスタンスを保つ行動をする。

３）大会期間中、大勢での会食は自粛する。

４）厚生労働省の接触アプリのダウンロードを確認遵守する。

２ 会場に係る留意点

１）会場入場前に体温測定、手の消毒を実施し、３７．５以上の発熱がある人は入場禁止とする。

２）本部室の換気、消毒を実施する。

３）ベンチにも消毒液を準備する。

４）着替えはできるだけ屋外で行う。着替える時は、ソーシアルデイスタンスを保つ。

５）試合中・練習中以外は会場ではマスクを着用する。

３ 試合中における事項

１）試合前のチームの円陣、掛け声は、ピッチの内外を問わず禁止する。

２）飛沫防止の為、ベンチでの大声での指示等は、監督 主将のみとする。

（選手は大声で指示・激励は禁止、ベンチでのマスクの着用義務は無い）

３）ペットボトル等飲料水は自分のものしか使わない。

４）選手、審判は試合前後に握手をしない。

５）チームのミーティングは屋外で実施すること。


