
  高松宮記念杯 男子第 56回・女子第 49回 平成 25年度全日本学生ハンドボール選手権大会要項 
 

 1 大 会 名 ：高松宮記念杯 男子第 56回・女子第 49回 平成 25年度全日本学生ハンドボール選手権大会 
 2 主   催 ：（公財）日本ハンドボール協会 全日本学生ハンドボール連盟   
 3 主   管 ：関東学生ハンドボール連盟 山梨県ハンドボール協会 
 4 後   援 ：山梨県 山梨県教育委員会 甲府市 甲府市教育委員会 山梨市 山梨市教育委員会 
       (公財)山梨県体育協会 毎日新聞社 山梨日日新聞社 山梨放送        

 5 協   賛 ：アシックスジャパン（株）（株）モルテン (株)ミニミニ (株)ミニテック  
 6 日   時 ：平成 25年 11月 22日（金）～27日（水） ＊開会式・諸会議は 11月 22日（金） 
 7 会   場 ：11月 23日（土）～ 27日（水）小瀬スポーツ公園体育館 2面   ※アップ会場あり 
                     [〒400-0836 山梨県甲府市小瀬町 840 TEL055-243-3111 ] 

                11月 23日（土）～ 24日（日）緑が丘スポーツ公園体育館  1面  ※アップ会場あり 
                      [〒400-0008 山梨県甲府市緑が丘 2-8-2 TEL055-252-0121] 
                                              山梨市民総合体育館   １面   ※アップ会場なし 
                      [〒405-0014 山梨県山梨市上石森 701  TEL0553-22-5600] 

 8  試合形式 ：トーナメント方式。3位決定戦は行わない（準決勝戦敗退 2大学を 3位とする）。 

 9 競技規則 ：平成 25年度（公財）日本ハンドボール協会競技規則による。但し、競技参加（ベンチ入り）は、 
        選手 16名・役員 5名である。 
10 試 合 球 ：モルテン社製ボール（アセンテックヌエバＸ＝Ｈ3Ｘ5000・Ｈ2Ｘ5000） 
 
11 参加資格 ：各都道府県協会を通して（財）日本ハンドボール協会の平成 25年度登録を完了し、全日本学生  
       ハンドボール連盟に登録済みの大学男・女のチームで、全日本学生ハンドボール連盟より推薦さ  
       れたチーム及び北海道・東北・関東・北信越・東海・関西・中四国・九州の各連盟より推薦され  
       たチームであること。また、チーム構成員（選手・役員）は、（公財）日本ハンドボール協会 
       及び全日本学生ハンドボール連盟の平成 25年度登録を完了していなければならない。 
 
12 参加人数 ：① 選手は 1チーム 20名の大会エントリーである（但し、番号は 1～20番の通し番号とする）。 
         なお、申し込み後の変更は一切認めない。 

※大会エントリーは 20名(顔写真付掲載メンバー)であるが、プログラムには、顔写真無しで、 
 21名以上の選手の氏名・出身校・学年を掲載する。 

               ② 役員は１チーム６名まで大会エントリーすることができる。※ベンチ入り役員は５名。 
        ③ 各チームは引率責任者に引率され大会に参加すること。引率責任者は大学の専任教職員、 
         または部長が任命した者であること。引率責任者が未登録者の場合はベンチに入れないが、  
         試合会場内にいて、緊急対応時には連絡がとれるように待機しなければならない。 
 
13 申込方法 ：「山梨県ハンドボール協会」のホームページよりダウンロードし、下記に従って送付すること。 
 
 
  様式－Ⅰ ＝大会参加申込書        →各地区学連の事務局へ（郵送） 
                      原本のコピーを「インカレ事務局」へ送付（E-mail） 
  様式－Ⅱ ＝大会プログラム掲載用紙    →入力および写真貼付後、「インカレ事務局」へ送付（E-mail） 
                                   ※写真データのみ郵送可 
  様式－Ⅲ ＝傷害保険加入者名簿      →入力後「インカレ事務局」へ送付（E-mail） 
  様式－Ⅳ ＝大会帯同責任者届出用紙    →入力後「インカレ事務局」へ送付（E-mail） 
  様式－Ⅴ ＝銀行振込確認書        →入力後「インカレ事務局」へ送付（E-mail） 
  様式－Ⅵ ＝宿泊・弁当要項        →入力後「株式会社 YBS T&L」へ送付（FAX） 
  様式－Ⅶ ＝Tシャツ購入申込書      →入力後「株式会社 アサカ」へ送付（FAX） 
       
      山梨県ハンドボール協会HP （ http://www.yamanashi-handball.org ） 
      インカレ事務局 E-mail   （ t-suzuki@fruits.jp ） 

       
      「様式－Ⅰ～Ⅴ」の申込締切は、平成 25年 10月 21日（月）とする。 

 
 
 



14 参 加 料 ：1チーム 50,000円 
        振 込 先 山梨中央銀行 日下部支店（店番：301） 普通 768523  
        口座名義 2013インカレ事務局 代表 鈴木 徹 
                        （ニセンジュウサンインカレジムキョク ダイヒョウ スズキ トオル） 
                ※振込に際しては、参加料と傷害保険料の合計額を「男女別大学名」で振り込むこと。 
         ※振込期限は、平成 25年 10月 21日（月）とする。 
 
15 組 合 せ ： 組み合わせ抽選は、10月 26日（土）に主催者が行い、各チームに連絡する。 
 
16 諸 会 議 ： 審判会議   11月 22日（金）14:00～ 小瀬スポーツ公園体育館 研修室 
        代表者会議 11月 22日（金）15:00～ 小瀬スポーツ公園体育館 サブアリーナ       
                 ※出席はチーム役員を含め各チーム代表２名とする。 
 
17 開・閉会式：開会式 11月 22日（金）16:30～  小瀬スポーツ公園体育館 メインアリーナ   
         ※各チームは部旗・部旗棒を持参し、服装を統一して参加すること。 
        閉会式 11月 27日（水）競技終了後、直ちに、小瀬スポーツ公園体育館にて行う。 
         ※男女 3位以上は参加すること。 
 
18 宿   泊 ： 別添資料のとおり (株)ＹＢＳ Ｔ＆Ｌを担当業者とする。        
 
19 傷害保険 ： 本大会に参加するチーム構成員（選手・学生役員は全員。役員・トレーナー・引率責任者は 
                任意）は、下記により必ず傷害保険に加入しなければならない。保険料は 1名 500円で大会 
                参加料と共に期日までに納入すること。 

① 保険期間 平成 25年 11月 21日（木）～11月 27日（水） 
② 補償内容 上記期間中で、大会に参加するため自宅を出てから大会参加後に自宅に帰るまで。 

     けが死亡・後遺障害                                                10,000千円    
         けが入院・日額（けがをした日から最長 180日間）                     5,000円    
                  けが通院・日額（けがをした日から最長 180日間のうち最大 90日間）     3,000円   

③ 引受業者 共栄火災海上保険株式会社代理店（株）フルーツ山梨 雨宮 秀樹 
TEL 0553-32-6506  

 
20 そ の 他 : ①試合で登録しベンチに入る者は、必ず（公財）日本協会登録証を持参すること。 
         登録証の提出がない場合は競技に参加できないので、充分に注意の事。 
                 未提出で競技参加に必要な選手数に達しない場合は棄権となる。 
        ②ユニホームは CP用/GK用を、それぞれ 2色（合計 4色）以上用意すること。３色以上が望ましい。

大会参加申込書記載以外のユニホームの追加・変更、背番号の変更は認めない。また、 
 参加申込書以外のユニホームでは競技に参加できないので、申込時に充分に注意の事。 
③主将はキャプテンマークを必ずつけること。 
④ アームスリーブやコンプレッションソックスは禁止とし、パワーパンツは直立静止した状態で 
 見えないこと。 

        ⑤大会参加に際しては、健康管理、身体状況、その他各自の自己管理において参加すること。 
 主催及び主管団体等は、その責を一切負わないので充分注意すること。 

        ⑥大会関係事項について、追加・変更・その他の事項があった場合は、事務局より連絡をする。 
     
         ＜会場注意事項＞ 
       ①二足制   二足制を厳守すること。屋内、屋外それぞれ専用シューズを必ず準備すること。 
       ②両面テープ 両面テープのみの使用可とする（松やに、粘着スプレー等は使用厳禁）。 
       ③応援席   応援は指定の場所のみで行い、該当競技終了後、速やかに交替すること。    
       ④駐車場   いずれの会場も駐車可だが、限りがあるので注意すること。 
 

  
2013インカレ事務局 〒405-0006 山梨市小原西 482-1 鈴木 徹（スズキ トオル）
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