１．趣

旨

「いつでも、どこでも、だれ
「いつでも、どこでも、だれでも、いつまでも」
だれでも、いつまでも」参加できるユニバーサルホ

ッケーを通して、日頃の研鑚を発揮するとともにお互いの交流を深め、活力
を養い、２１世紀におけるスポーツ文化の発展に寄与する。
２．日

時

平成２
平成２２年１２月１２
年１２月１２日（日）
１２日（日）
選手集合 ９：００ 受付 ９：１５～
１５～ 開会式９
開会式９：４５～
４５～
試合開始１０：２
試合開始１０：２０～ 閉会式 １５：００～（予定）

３．会

場

神奈川県川崎市とどろきアリーナ
神奈川県川崎市とどろきアリーナ （サブアリーナ）
サブアリーナ）
〒211211-0052

神奈川県川崎市中原区等々力１－３ ℡ 044044-798798-5000

４．主

催

日本ユニバーサルホッケー協会

５．主

管

川崎市ユニバーサルホッケー協会
川崎市ユニバーサルホッケー協会

６．後

援

（社）全国体育指導委員連合（申請中）
（社）全国体育指導委員連合（申請中）

７．協

賛

株式会社 アシックス

８．競
８．競 技 規 則

日本ユニバーサルホッケー協会の、ユニバーサルホッケー「ルールブック
日本ユニバーサルホッケー協会の、ユニバーサルホッケー「ルールブック
（平成１８年 ８月 １日発行）」による。

９．チ
９．チ ー ム 数

中学生混成の部 １６チーム
ゴールドシニア混成の部 ８チーム
（各都道府県
都道府県協会より
協会より２チーム以内を原則
より２チーム以内を原則とするが、予定チーム数に満たない
２チーム以内を原則とするが、予定チーム数に満たない
場合は登録者
場合は登録者数に応じて出場枠を決定する。）
開催都市の出場枠を部門を問わず１チーム分設ける。
個人会員の登録人数に応じて、各都道府県からの出場枠を随時、増やすことと
する。（出場枠が増えた後の、会員登録は受け付けないものとする）

10．チ
10．チ
編

ー

ム

中学生混成
中学生混成の部（中学生）、
混成の部（中学生）、ゴールドシニア混成
の部（中学生）、ゴールドシニア混成の部（５０歳以上）とも
ゴールドシニア混成の部（５０歳以上）ともに、
の部（５０歳以上）ともに、

成

男女混成とし、競技中は男子３名、女子３名とする。ただし、女子が多いこ
女混成とし、競技中は男子３名、女子３名とする。ただし、女子が多いこ
とは認められる。登録は１２名以内とする。
エントリー後のメンバー変更は認めないものとする。
エントリー後のメンバー変更は認めないものとする。

11．抽
11．抽

選

主催者の責任において抽選を行う。

12．
12．競 技 方 法

１）ブロック分けによる予選リーグを行い,
１）ブロック分けによる予選リーグを行い,その後各ブロック上位による決勝
トーナメントを行う。
２）競技時間は予選リーグ、決勝トーナメントともに、５分ハーフ（ハーフタ
２）競技時間は予選リーグ、決勝トーナメントともに、５分ハーフ（ハーフタ
イム１分）を基本とし、組合せ抽選による試合数等により最終的に決定
する
３）予選における順位の決定は、勝敗、得失点、総得点、Ｐ・Ｓとする。
３）予選における順位の決定は、勝敗、得失点、総得点、Ｐ・Ｓとする。
４）試合結果について、予選で引き分けの場合は、そのまま終了とする。
４）試合結果について、予選で引き分けの場合は、そのまま終了とする。
決勝トーナメントにおいて試合終了後同点の場合は、Ｐ・Ｓ合戦を行う。
決勝トーナメントにおいて試合終了後同点の場合は、Ｐ・Ｓ合戦を行う。
ただし、決勝戦及び三位決定戦での試合終了後同点の場合
ただし、 決勝戦及び三位決定戦での試合終了後同点の場合について
決勝戦及び三位決定戦での試合終了後同点の場合 については、
について は、
３分間のＶゴール方式の延長戦を行い、なお
３分間のＶゴール方式の延長戦を行い、 なお引き分けの場合は、Ｐ・Ｓ
なお 引き分けの場合は、Ｐ・Ｓ
合戦を行うこととする
合戦を行うこととする。
こととする。
５）前回大会における優勝・準優勝チームは今回の大会への出場権が与えら
れ、組合せにおいてもシードされる。

13. 用

具

競技に使用するスティックは、日本ユニバーサルホッケー協会公認のユニバ
ンディ・スティックとし、参加者が用意する。
使用するスティックにはブレードガードを必ず着用すること。
参加チームは、破損等による予備のスティックも
参加チームは、破損等による予備のスティックも用意すること。

14. 服

装

１）参加チームは、前面及び背面にゼッケンを付けたユニフォームを着用す
ることを原則とし、ユニフォームを有しないチームは各所属チームでゼ
ッケン等を用意すること。
２）ジーパン・スカート等では参加せず、運動できる服装で必ず参加するこ
と。
３）時計・指輪・イヤリング・ピアス等は、競技中は危険防止のため外して
おくこと。
４）審判員は審判服を着用し、ジャッジにあたること。

15. 参加者資格

日本ユニバーサルホッケー協会の登録会員及び登録チーム
日本ユニバーサルホッケー協会の登録会員及び登録チームであることか、
及び登録チームであることか、本
であることか、本
協会が認めたユニバーサルホッケー愛好者のチームであること。

16．参
16．参 加 費

１チーム １０，０００円（申込み締め切り後の返金はいたしません。）

17. 表

１位から３位までを入賞とし、表賞する
１位から３位までを入賞とし、表賞する。
表賞する。

彰

18. 大会運営等

１）日本ユニバーサルホッケー協会競技普及委員会がこれにあたる。
１）日本ユニバーサルホッケー協会競技普及委員会がこれにあたる。
２）審判は日本ユニバーサルホッケー協会の公認指導員
２）審判は日本ユニバーサルホッケー協会の公認指導員(
審判は日本ユニバーサルホッケー協会の公認指導員(審判員)
審判員)がこれにあ
たる。参加
たる。参加する
参加する各チ
する各チームより
各チームより、
ームより、２名以上の公認指導員
以上の公認指導員(
の公認指導員(審判員)
審判員)の帯同の
ご協力をお願いいたします。
３）計時・記録は試合後、両チームより２名ずつ選出し、次の試合の運営に
３）計時・記録は試合後、両チームより２名ずつ選出し、次の試合の運営に

あたる。
19．
19．申 込 方 法

指定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記まで郵送すること。

20．
20．送 付 期 限

平成２
平成２２年１１月１０
年１１月１０日（水
日（水）(締め切り厳守)
締め切り厳守)。詳細は 24.エントリー最終送
24.エントリー最終送
付先を参照のこと。

21．
．参 加 費 の
21

振

込

参加チーム代表者は大会参加費を郵便振込みで下記口座に振込むこと。
振込み期限：平成２
振込み期限：平成２２年１１月９
年１１月９日（火
日（火）
振込先：郵便振替口座
振込先：郵便振替口座
名義人 日本ユニバーサルホッケー協会 会計センター
口座番号 ００１４０－９－１５４６０
通信欄に「全国大会名
通信欄に「全国大会名」と「チーム名・代表者名
」と「チーム名・代表者名」を記入すること。
・代表者名」を記入すること。

22．
22．事故・怪我

大会中における怪我等については、応急処置はしますが、その後の責任は負
大会中における怪我等については、応急処置はしますが、その後の責任は負
えませんので、
ませんので、各自保険に加入した
ので、各自保険に加入した上
各自保険に加入した上でご参加ください。

23. 問い合わせ

info@japaninfo@japan-uha.com

24．
24．エントリー

日本ユニバーサルホッケー協会 全国大会 大会事務局

日本協会 事務局

競技普及委員会 中村 隆永

taikai@japan
taikai@japan@japan-uha.com

大会事務局(
大会事務局(エントリー表を添付すること
エントリー表を添付すること)
添付すること)

＜上記のアドレスで送付先
＜上記のアドレスで送付先等
送付先等を問合せください。＞
最終送付先

（各チームからのエントリー表の直接受理は致しません。必ず各都道府県協
会事務局が取りまとめ、各協会の会長印が押印された
会事務局が取りまとめ、各協会の会長印が押印されたも
、各協会の会長印が押印されたものを送付願います。
また、期日を過ぎた場合、受理できない場合もありますので、ご承知おきく
ださい。）

25.会場について

会場の「川崎市とどろきアリーナ
会場の「川崎市とどろきアリーナ」
川崎市とどろきアリーナ」に関する情報は、
http://homepage2.nifty.com/todorokiarena1/
をご覧頂きたいと思います。（交通手段等も確認できます）
車で来場される方の駐車場につきましては、会場周辺の駐車場をご利用くだ
さい。（大会専用の駐車場はございません。有料となりますのでご了承くだ
さい。（大会専用の駐車場はございません。有料となりますのでご了承くだ
さい）
（駐車場料金・参考
（駐車場料金・参考）
・参考）
普通車

バ ス

最初の２時間

－

４００円

以後３０分

－

５０円

最初の２時間

－１，０００円

以後３０分

－

２５０円

