
 

 

第１回 

 

中国四国マスターズホッケー大会 

 

 

平成最後の大会、令和に向けて 

 

来た時よりも、美しく、楽しく、感謝して！！ 

 

 

 

期日：（自）平成３１年４月２０日（土） 

   （至）平成３１年４月２１日（日） 

会場：岡山市瀬戸町江尻レストパーク（サンド） 

   （日本ホッケー協会公認グランド） 



第 1 回中国・四国マスターズホッケー大会 

実 施 要 項  

 

趣  旨    生涯スポーツとしてホッケーを楽しむ愛好者が年齢の壁を越え、ホッケーを 

        通して健康増進を推進し、相互の親睦を図りホッケー競技の普及と発展を図る。 

         

1. 名  称   第 1回中国・四国マスターズホッケー大会                         

2. 主催・主管  中国・四国マスターズ部会 

   岡山県ホッケー協会 

３、期  日  ２０１９年 

        ４月２０日（土）１０時～１７時 （男子６０歳以上の部） 

        ４月２１日（日） ９時～１７時 （男子４０以上・５０以上・女子の部）  

 

４、会  場  瀬戸町江尻レストパーク（サンド・日本ホッケー協会公認グランド） 

岡山市東区瀬戸町江尻９９０ 

         

５、実施内容  地域別対抗戦とし、競技は 11人制で行う。 

       尚、1地区より複数のチーム参加は出来る。アライアンスも認める。 

６、実施種別  男子、 ４０歳以上・５０歳以上・６０歳以上 

        女子、 ３５歳以上  

        注 1）各種別とも 2チーム以上で開催する。 

        注 2）年令が上位の部の者が下位の部に参加することができる。 

        注 3）一部以上（2重登録）に参加することは出来ない。 

        注 4）35歳以上の女子は各カテゴリーに参加する事が出来るが、６０歳以上の部 

           においては、ピッチ上は２名以内とする。 

７、参加資格  各種別共、２０１９年３月末において満年令に達していること。 

アンダーエージ者は、原則５歳以上とし、各カテゴリー2名以内とする。 

 

5，6，7、について 

上記を基本とするが、体力・技術力等考慮し、相手責任者了承の基上位での参加可 

 

８、参加人数  監督 1名、選手 11名以上とする。監督が試合に出場する場合は 

選手登録もする事。（ベンチ入り人数制限なし）  

９、参 加 料  チーム編成最終申し込み選手の人数一人 1000円 

        当日受付にてチーム単位でお願いいたします。                         

10、競技規則  20１９年度（公社）日本ホッケー協会競技規則に準ずるが一部ローカルルールを 

        適用する。 新ルールを勉強してください。 

11、試合方法  ６０歳以上は決勝戦 ・50歳以上と女子連合はトーナメント 

        40歳以上・5チームによるリーグ戦の後、上位 2チームによる決勝戦 

12、組 合 せ  ６０歳以上 岡山対広島 （２０日・土）・50歳以上と女子連合は別紙（２１日）  



        40歳以上 岡山・広島・山口・島根・四国 別紙（２１日・日） 

13、選手変更  選手変更、追加登録は受付時までに大会本部へ届け出る。 

14、申し込み方法 

        2019年 3月 24日（日）までに横田までご連絡ください。 

        添付申込書を参考にお願いいたします。 

        責任者（監督）の連絡先・キャプテン・ＧＫの表示をお願いします。 

        帯同ジャッジ、審判のできる人もお願いします。当日お願いする場合があります。 

 

その他 

①  ユニホーム・・・規定どおりが理想ですが、ビブスも可、その際シャツは白系で、ビブスは貸出

しもします。 ストッキングは、同色が理想ですが、赤、黄色、青、黒などの系統でそろえて可 

② 怪我などはチームで責任もって対処願います。水分補給を、無理をしない、させない。 

③ 行動規範の確認書は作成しませんが、プレー中・以外についても各自、チームで注意願います。 

規範１０の行為に値する場合、競技に参加できない場合があります。親睦試合の認識を 

④ リーグ戦の順位決定は規定通り・・・勝者に３点・引き分け１点・敗者０点など 

⑤ 弁当は各自で用意してください、近くにコンビニがありますが数が少ないと思います。 

⑥ 選手控えはドームを用意しています、ブルーシートなどを用意していただき、家族づれでお楽しみ

ください、なお、貴重品は各自管理し、ごみは各自、チームでお持ち帰りください。 

⑦ 試合時間の１時間前を目安においでください。２１日は、開会式を 11時 30分に行いたいと思いま

すのでなるべく参加してください、監督主将会議はしませんが注意事項は選手全員に徹底願います。 

⑧ 表彰式は、各カテゴリーの決勝戦終了後、国旗掲揚大付近で行います。優勝チーム・準優勝チーム

のみ参加願います。 



第 1回中四国マスターズホッケー大会 競技運営規定 

１ 大会運営 本大会運営は2019年度版公益社団法人日本ホッケー協会競技運営規定並び

に第 1 回中四国マスターズホッケー大会実施要領・競技運営規定による、但しＴ・Ｄの判

断の基一部ローカルルールを適用することがある。 

２ 競技規則 2019年度版公益社団法人日本ホッケー協会 11人制競技規則による。 

       （新ルール） 

３ 競技時間 各種別で相違する為別表を参照、基本 15分の前後半で間に 5分の休憩を置 

４ 競技方法 予選リーグ・決勝トーナメント方式で順位を決定する。各種別により相違 

するので詳細は別表を参照する 

５ リーグ戦の順位  日本ホッケー協会2019年度版運営規定付属書２ リーグ選での決

定方法に基づき 勝者に 3 ポイント・引き分けた場合は両チームに 1 ポイント敗者に 0

ポイントが付与される ポイント数が多いものより上位とする。2チーム以上のポイント

数が同じ場合は勝ち数が多いもの、更に同位の場合は得失点差、更に同位の場合は得点

数の多いもの、更に同位の場合は１．７更に同位の場合はシュートアウトはしないでキ

ャプテンによるじゃんけんで決める。 

６ トーナメントの順位 引き分けの場合はシュートアウトはせずキャプテンのじゃんけ

んで決める。 

７ 表彰 各カテゴリー優勝チームに賞状と持ち回りのカップを渡します。 

     各カテゴリー優勝チームより最優秀選手にメダルが授与されます。 

その他 実施要項のその他を熟読していただき選手の皆様に徹底していただきたい 

 

来た時よりも 美しく 楽しく 感謝して ！！。 

    

     

 



日 程 表 

第１回中国四国マスターズ大会 

４月２０日（土） 

   ６０歳以上の部のみ 

 

  １０：３０    開会式（６０歳以上） 

  １１：００～１２：１０   岡山６０＋対広島レッドリーブス（15分クオーター制） 

 エキジビション   

  １４：００～１５：１０   中国対関西７０＋（15分クオーター制） 

注 クオーター制はノンストップ 

 

４月２１日（日） 

   40歳以上・５０歳以上・女子の部 

 

９：３０～１０：０５ ５０＋ 岡山５０＋対広島ＫＯＹＵＣＬＵＢ（１５分・前後半） 

１０：１０～１０：４５ ４０＋  Ａ（ＯＫＡＹＡＭＡ）対 Ｂ（ 綾川 ）（ 同 ） 

１０：５０～１１：２５ ４０＋  Ｃ（しまねマ）  対 Ｄ（新本Ｈ・Ｃ）（ 同 ） 

１１：３０～１１：４５  開会式 

１１：５０～１２：２５ ５０＋  しまねＭ５０＋ 対 広島と連合女子   （ 同 ） 

１２：３０～１３：０５ ４０＋  Ａ（ＯＫＡＹＡＭＡ）対 Ｅ（山口）  （ 同 ） 

１３：１０～１３：４５ ４０＋  Ｂ（ 綾川 ）対 Ｃ（しまねマ）   （ 同 ） 

１３：５０～１４：２５ ４０＋  Ｄ（新本Ｈ・Ｃ） 対 Ｅ（山口）（１５分・前後半） 

１４：３０～１５：０５ ５０＋  ３位決定戦          （１５分・前後半） 

１５：１０～１５：４５ ５０＋  決勝戦            （１５分・前後半） 

１５：５０～１６：３５ ４０＋  決勝戦            （２０分・前後半） 

 

 

試合１０分前にはベンチ付近に集合しておいてください、時間がないのですぐ始めるよう

に、間の休憩は５分としますが水分補給程度で前倒しでお願いします。 

ボールサーバーは、国際大会ではありませんが、この大会は時間が少ないので基本前の試

合で負けたチームがする。ただ攻撃側は積極的にボールを拾い、スタートを早めるよう努

力する。 



大会役員 

会長   菅 征則 

副会長  宮本 隆三 

 

委員長  平尾 豊 

副委員長 野田 茂信  西本 靖  横田 信明 

     植田 桂司  小櫻 和裕 柳田 剛志 

委員   東 敬  藤井 明子  上杉 和敏 

     東原 宏明  平尾 隆文 小谷 英寿 

     安木 貴子  田口 勝久 田村 裕樹 

     澤 雄一  池田 徹也 

 

          競技役員 

競技委員長（ＴＤ） 平尾 豊 

競技副委員長（ＡＴＤ）横田 信明 

ＴＯ・Ｊ  平尾豊 横田信明 元宗昭二 東原宏明 

      西本靖 野田茂信 安木貴子 谷野茂樹 

      藤本浩良 植田桂司 小桜和裕 田口勝久 

      澤雄一  他帯同 



ＵＭ     久村 圭史 

アンパイア  柳田剛志 石川耕司 藤本浩良 佐倉信吾 

       妹尾裕介 元宗宏寿 元宗克之 池田徹也 

       小林周平 平尾豊 奥田健人 相浦康雄 

       他帯同審判 

運営委員長  平尾 豊 

運営副委員長 東原宏明 横田信明 佐倉信吾 妹尾裕介 

運営委員   岡山マスターズ部会 

記録     東原宏明 

競技進行   平尾隆文 

接待     岡山マスターズ部会女子 

 




