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プレミアム・リゾートという選択
一戸建て住宅型有料老人ホーム

メディケアサポートＨＡＢＡ
2017年12月伊豆高原にオープン
1 2 / 1 （ 金 ） よ り 予 約 申 し込 み 開 始 ！
☎ 0 5 5 7 - 5 1 - 7 8 8 7 （担当 土屋・はば）
私たち株式会社ユリカコーポレーションは、お客様方へ不動産を
用いたライフプランをご提案しております。自社ブランドである
『YURIKA ROSE』(ユリカ ロゼ )シリーズや、社有物件も展開！
待望の2020年『東京オリンピック』まで、いよいよ
カウントダウンが始まりました。
弊社も選手達と共に邁進していきますので、どうぞよろしくお願い
致します。

私達、株式会社ユリカコーポレーションは
女子ハンドボールを応援しています!!
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-6-2 神田セントラルプラザ1202
TEL : 03-3525-8986 / FAX : 03-5295-8188
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http://yurika-co.jp/
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Message from JHA

新しい生活様式と
ハンドボール人生
公益財団法人 日本ハンドボール協会 常務理事

三輪 一義

緊急事態宣言が解除された 5/25 から 1 ヶ月余りが経過し、6/19 には県をまたいだ国内移動も
全面的に解除され、我々の普段の生活も、ハンドボール活動も、懸命にこれまでのブランクを取り
戻そうとしています。しかしながら、これまでの生活や活動と全く同じスタイルに戻ることは出来
ず、様々な「新しい生活様式」に国民全体がチャレンジしています。
スポーツ界では、プロ野球が 6/19 に開幕し、サッカー J1 は 7/4 に再開されます。日本ハンド
ボールリーグも 8/29 から 4 段階のレベルに応じて開催されることが発表されました。当面はリモ
ートマッチ（無観客試合の新名称）で開催されるなど、感染拡大に最大限の注意を払いながらも、
選手も観客も新しいスポーツ様式を模索していくことになるでしょう。
ハンドボール界においては、夏の全国大会が次々と開催中止になり、都道府県予選も軒並み中止
が発表されてきました。最上級生最後の大会が無くなり、青春を賭けてきた目標が突然消えた喪失
感は、簡単に言葉で表現してはいけないくらい、3 年生にとっては大きな心の穴であったと思います。
しかしながら、ここへ来て、地域の状況を踏まえながらではありますが、都道府県協会の皆様の
ご尽力により、最上級生のための代替大会が計画・実施の方向で進んでおります。全国大会におい
ては代替大会を模索しながらも、リスク管理の点から実現には至りませんでしたが、都道府県レベ
ルにおいて 3 年生の最後のユニフォーム姿が見られることに対し、都道府県協会の皆様に感謝の意
を表さずにはいられません。
当然、
「新しいスポーツ様式」として、新型コロナウィルス感染拡大防止策をしっかり施さなけ
ればならず、これまでにない大会実施方法を構築する必要に迫られ、そのご苦労は大変なことと思
いますが、児童・生徒の今後のハンドボール人生のためにも、現場の知恵を寄せ合い、最大限の工
夫をして頂きたいと思います。
7/1 現在で、未だ感染拡大地域の都道府県では、大会の目処は全く立たない現状もあるかと思い
ます。その地域の小学 6 年生、中学 3 年生、高校 3 年生は、今の仲間との最後の大会が無かった
としても、ここまで築いてきた仲間との思い出まで無くなる訳ではありません。ここまで費やして
きた時間とそれに比例する仲間との絆は、この後の人生に大きな影響を必ず与えます。出来れば、
その仲間との絆を糧に、次のハンドボールステージにも挑戦してもらい、また新たなハンドボール
人生を歩んでくれることを期待しています。今年のこの悔しさは次のステージで是非とも晴らして
もらうことを願っています。
今を生きることはとても重要ですし、今しか生きられないのも現実ですが、ちょっとだけ先を見
て、その先でどうしているかのために、今何をすべきかを考えてもらえるとありがたいです。
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全国の中学生クラブチームの現状と課題
中学生クラブチームカップ実務委員

酒巻 博美

コロナとの共存の不自由さにあっても、クラブでの練習が徐々に再開し、選手がハンドボールを楽しむ姿を目の当たり
にすると、こちらがエネルギーをもらい鼓舞されている気がしております。
昨年、全国中学生ハンドボールクラブチームカップが開催第 10 回を数え、男子 26 チーム、女子 17 チームの参加とな
りました。協会登録クラブチーム数も年々増加しています。
第 10 回大会を終えた時点で、クラブチームカップ実務者委員会は、組織を発展させ全国のクラブチームの連携と協力体
制を整えるべく準備をしているところでした。
そんな中、今年の第 11 回クラブチームカップは幻となってしまいました。なによりも選手（特に中 3 生）や関係者の
皆さんの思いをしっかり受け止めたのち、クラブチームとして今一度新たなスタートを切らなくてはなりません。
節目と捉える今、中学生クラブチームの現状と課題についてご報告致します。

〇クラブチーム設立の動機および目的
「指導者として、自分の理想とする新しい中学生クラブチームの運営を行いたいと立ち上げた。」
「中学校にハンド部が無いので中学生のクラブを作って欲しいと、保護者から依頼された。」
「自分でこの指導者にコーチングを受けたい、このクラブで活動したいと選んできた。」
クラブチームの創立理由は、指導者・保護者・中学生各々の立場によって様々です。
多くのクラブに共通するのは、
『ハンドボールを楽しむ』『自主性を重んじる』という目的意識を大切に持って取り組ん
でいる姿勢です。

選手が個々に目標を立てて励み、NTS や JOC に選出され活躍したり、チームとして春中に出場した

りと頼もしい話題も多くなりました。

〇クラブチームの現状と課題
“毎日は練習しない” これは以前までデメリットとして捉えられることが多かったのです。しかし、コロナ禍において世
界中でいかに効率よくスポーツに取り組むかを工夫している今は、むしろ元々活動時間が少ないクラブチームは、従来通
りをメリットとして更に発展させれば良いと考えています。
“指導者に専門的な資格取得者が多い” “遠征等独自のスケジュールを立てやすい” これは選手や保護者にとって心強く魅
力のあることだと思います。
指導者資格取得は、今後全国中学生クラブチームカップの要項に『必須』を目指すものです。
“部員集めに苦労をしている” “運営費用の負担が大きい” “指導者の高齢化” “練習場所の確保が難しい” 多くのクラブは
これらに頭を悩ませています。
SNS の有効活用により、諸々の働き掛けも効率よく出来るようです。他競技からも学び取り入れて魅力あるものにして
いければと思います。
少子化や働き方改革が進む今、中学校の部活動への取り組み方も変わってきました。
中学生にとってハンドボールを続けられる環境が増えるよう、指導者も楽しく関われるよう、学校の部活動とクラブチー
ムの連携も重要になると考えます。
これからクラブチームとして子ども達に何が出来るか、前向きに模索中というのが正直なところです。
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全国の中学生クラブチームの現状と課題

第８回全国中学生クラブチームカップ最終順位
2017 年 8 月

（第 8 回より公益財団法人日本ハンドボール協会主催大会となる）
第 8 回の大会参加資格
〈１〉チームは総合型地域スポーツクラブ等のクラブチームとする。
※（公財）日本ハンドボール協会の登録区分が（中学生・少年団）に登録
している選手
※中体連組織で活動していない選手
〈２〉平成 29 年度に（公財）日本ハンドボール協会に登録したチームで
あること。
〈３〉選手は傷害・賠償責任保険（スポーツ傷害保険等）に必ず加入すること。
〈４〉複数チームからなる合同チーム。
※但し、少人数のチームにつき単独でのチーム編成が出来ないための救済
措置であり、勝利至上主義のためのチーム編成であってはならない。
〈５〉〈競技型〉への小学生の参加は認めない。
但し、
〈普及型〉については小学生の参加を認めるが、２名以内が望ましい。
※２名以上の場合は、事前に申請が必要。
〈実行委員会での協議判断となります〉
原則として、中学生が７名揃っているチームの小学生の参加は認めない。
〈６〉移籍選手については、前所属チームの登録抹消から３ヶ月経たなけ
れば出場できない（勝利至上主義であってはならない）
。但し、廃部・転
校は除く。
【男子】
優勝：広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ（広島県）
準優勝：大阪ＲＳＣ（大阪府）
３

位：ヴァルト岐阜（岐阜県）

【女子】
優

勝：大阪ジュニアクラブ（大阪府）

準優勝：霧島クラブ（鹿児島県）
３

位：貝塚バーディーズ（大阪府）

第10回全国中学生クラブチームカップ最終順位

第９回全国中学生クラブチームカップ最終順位

2019 年 8 月

2018 年 8 月

【男子】

【男子】
優

優

勝：広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ（広島県）

勝：山梨市ハンドボールクラブ（山梨県）

準優勝：ヴァルト岐阜（岐阜県）

大阪 RSC（大阪府）

３

位：霧島クラブ（鹿児島県）

HC 福間（福岡県）

４

位：大阪 RSC（大阪府）

ヴァルト岐阜（岐阜県）

【女子】
優

【女子】

勝：霧島クラブ（鹿児島県）

優

勝：HC 千葉ジュニア（千葉県）

３

位：霧島クラブ（鹿児島県）

準優勝：とびうめジュニア（福岡県）
３

位：大阪ジュニアクラブ（大阪府）

４

位：貝塚バーディーズ（大阪府）

大阪ジュニアクラブ（大阪府）
とびうめジュニア（福岡県）
台風 10 号接近に伴う影響により、施設側の判断もあり途中で
大会は中止した
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IHF規約にウエルチェアーハンドボールが
正式に認められる
（車椅子ハンドボール/WCH）
IHF/ 車椅子ハンドボールワーキンググループ
（社）日本車椅子ハンドボール連盟・S バイザー

木野

実

2019 年２月 IHF・理事会にて車椅子ハンドボール（Wheelchair Handball・
以下 WCH）に関する議論がされ IHF ムスタファ―会長から５名のワーキンググ
ループ（IHF/WG）をつくるよう指示がありタボロフスキー委員長のもと次の５
名が指名されました。
タボロフスキー氏（チェコ）エリアシ氏（ポーランド）デメロ氏（ブラジル）
二コレ氏（オーストリア）私（木野）
日本に指名があったのは今まで日本車椅子ハンドボール連盟の数々の活動実
績、役員等の奮闘またその間 2003 年にはウイーンでの EHF（欧州 HB 連盟）の
セミナーに小西博喜元会長が出席され車椅子ハンドボールの魅力また現状、発展
的課題等について熱く語られたことが高く評価され認められたものと考えます。
タボルフスキー委員長とは３年前講習会に来日され多くの事を勉強させていた

左から筆者・タボロフスキー氏・村松氏

だきました。その時にヨーロッパのハンドボール事情に精通しタボロフスキー委員長と長年の知己である村松誠（元日本
HB 協会役員）氏から紹介され車椅子ハンドボールの事について話ができました。
これまで WG の焦点と最終の目標ゴールはパラリンピックでの種目に車椅子ハンドボールが入ることでスタートしまし
た。
まず WG では各国の現状内容等の情報を収集し、WCH の将来の開発、発展について各メンバーは提案をしてきました。
何といっても世界統一ルールがなく、日本、EHF、ブラジルではコートの大きさ、ゴールポストボール、ルール等がまち
まちでこれらが一番の問題でした。
これまで EHF は 1993 年ライプチヒではじめてシンポジウムを開催。日本は 1990 年最初の第 1 回全国大会がスタート、
ブラジルは 2006 年に開始しました。またブラジルは 2013 年世界大会と命名して（ブラジル、オーストラリア、ボリビア、
ウルグアイ、チリ、アルゼンチン）６ヵ国で開催しましたがこれは IHF には公式に承認されていません。
EHF ではこの４，５年の間にネーション大会が頻繁に行われるようになり活況を呈していて 2019 年 12 月於クロアチア
でヨーロッパ WCH 選手権大会が開催されポルトガル、ハンガリー、オランダ、ルーマニア、スロベニア、クロアチアの 6 ヵ
国が参加また他の国ノルウエー、スウェーデン、イタリアでも盛んに行なわれています。
2019 年 7 月 3 日に IHF 総会がヨ―テボリで開催されはじめてそこで各加盟国に車椅子ハンドボールの現況、動向、開
発等についてタボロフスキー委員長から発表併せて各国がどのように WCH の活動、興味を示しているのかのアンケート
を取りました。38 ヵ国が返信され 28 ヵ国が引き続きまた新たにスタートすることを回答しています。
この度の東京 2020 大会には WCH は種目に入っていませんが、多くの人に知らせるために 2020 の期間中デモンスト
レーションができないかと委員長から依頼があり日本障がい者スポーツ協会を通じ 2020 組織委員会に打診しましたが不
可能である返事があり断念することになりました。
次のパリ大会はすでに IPC（国際パラリンピック委員会）では 2019 年 1 月 25 日に 22 競技が発表されていています（正
式には 2020 年 12 月 IOC 理事会で決定）
パラリンピックの種目に入るのには最低条件として少なくとも 3 大陸と 24 ヵ国で定期的に実施されることです。IHF/
WCH が前進していくために 2022 年まで 2 つの WCH 世界選手権を開催する必要があります。
その為 IHF では 2020 年 11 月に第 1 回の車椅子ハンドボール世界選手権をスウェーデンでまた 2021 年 12 月女子世
界大会のあるスペインで開催することを決めました。日本も先の日本車椅子ハンドボール連盟理事会にて第 2 回スペイン
大会に参加の意向を示しています。
第 1 回 IHF/WCH/WG の会議（2019 年 11 月 26 日）はバーゼルの IHF 事務局で開催され、ゲームのルール、アスリー
トの分類（クラス分け）
、販促資料の作成、国際競技会の組織、国内の活性化等が話し合われました。
IHF/WCH/WG ではパラリンピックを目標（ゴール）にしているため試合は障害者だけの大会になります。その為現在
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日本で実施している混在型（障がい者と健常者）と違うことになりますが今後国内大会等では障がい者と健常者と共にプ
レーし今後日本も二つの選択をしていくのかが検討されるところです。
ルールはほぼ今のハンドボールと大きく変わらないが１チームは 5+ １（GK）の 6 人、その内女性が 1 名参加すること。
また選手メンバーの中に 3 人が女性を入れることになっている。ボールサイズは 2 号

コートは 40 × 20 ｍ

ゴールポス

ト 3m × 1.70 ｍ
昨年の女子 2019 年熊本世界大会でタボロフスキー委員長とミーテイングの機会を持ちその際渡辺佳英日本協会名誉会
長、村松氏にも同席していただき今後も IHF への働きかけそしてアジアの国等への開発、WCH の発展について絶大なる
ご協力をお願いした。ルール、機能別４クラス分けについてはブラジルからも意見が出ているので今後若干修正があるか
もしれないとのことでした。
これを受けて IHF 理事会（2020 年 2 月 27 日～ 28 日於カイロ）にて IHF の規約に正式に車椅子ハンドボールが含ま
れることになり併せて WG の作成した IHF/WCH の競技マニュアル等が満場一致で承認されました。
パラリンピックの原点はイギリスのストークマンデビル病院のルートヴィッヒ・グットマン医師が戦争で傷を負った軍
人たちの治療を通じて身体的、精神的なリハビリーテーションにスポーツが最適と考え、医学的治療と同時に社会復帰の
為スポーツの導入を進めてきました。そして 1948 年病院内でストークマンデビル競技大会（車椅子アーチェリー）を開催。
これがパラの原点であります。この競技会がその後国際大会として発展し、第 1 回ローマでのパラリンピック大会に繋がっ
ていきました。
「パラリンピックの父」といわれるグットマン医師の言葉に「失われたものを数えるな

残されたものを最大限に生かせ」

がありますがこの言葉を傷痍軍人にかけつづけ励ましてきました。
国際パラリンピック委員会（IPC）はスポーツを通じ、障害のある人にとってよりよい共生社会を実現することを理念と
して次の 4 つの価値を重視しています。
・勇気（Courage）マイナスの感情に向き合い乗り越えようとする精神力
・強い意志（Determination）諦めず限界を突破しようとする力
・インスピレーション（Inspiration）人の心を揺さぶり駆り立てる力
・公平、平等（Equality）多様性を認め、工夫すれば誰もが同じスタートラインに立てることに気づかせる力
この度 IHF は IPC と連携し車椅子ハンドボール
（WCH）を前進させていくことが決まり、先般各国 NF に向けて WCH ルー
ルの配信を致しました。
日本でも今後 1 人でも多くの愛好者を増やすことが大切であり認知させていく努力が必要となります。ハンドボールを
プレーしている人にもまだ車椅子ハンドボールがあることも知らない人が多いので、あらゆる機会をつくって観戦、体験
会等普及、強化に努めていきたいと考えています。
そして IPC の目指す究極のゴール「パラリンピックムーブメントの推進を通してインクルージョンな社会を創出するこ
と」そのためにもロンドンパラリンピック大会では大会前から IPC 公認の教材で教育に力を入れチケットの完売、観客の
多くは家族連れだったと言われている。競技等を通じて障害や共生社会について学ぶこの教育教材は、日本でも全国の小、
中、高学校に配布され授業にも取り入れられています。
障がい者スポーツは何も特別なスポーツではなくごく普通であり、子供たちが学んだことをまわりに伝え多くの大人に
も理解を深めていく「リバースエデュケーション」
（逆向きの教育）が広まり、車椅子ハンドボールを通じて「インクルージョ
ン」のより良い共生社会を目指して今後も活動していきたいと思います。
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EHF ウェブサイトから
理念
ヨーロッパでハンドボールをプレーする全ての仲間を代表して、EHF は常に異なる方法で、ハンドボールを広く啓発し
てきた。我々はハンドボールに興味を持つすべての人を歓迎し、その人々のニーズに最適の環境を整えられるよう日々活動
している。
我々は、様々な人がプレーできるようにハンドボールを広く提供する義務と権利を有する。我々は既に、ミニハンドボー
ル、ユースハンドボール、マスターズハンドボール、ビーチハンドボールを設立することで、その義務と権利を遂行してきた。
社会の中で高まる（スポーツに対する）倫理観により、ハンドボールの理念を障がい者に広げる時が来ている。ハンドボー
ルは年齢、ジェンダーまたは身体能力によって制限されるべきではない。ハンドボールは境界線がなく、すべての人のため
のスポーツなのである。
今日障がい者スポーツは今までになく広がっている。一説によると、これまで 136 か国もの国から 4000 名の障がい者
アスリートが世界中から集い、19 種の競技で 59 枚の金メダルを争ったといわれている。またその競技は、80 万人の観客
が観戦したといわれている（パラリンピック HP より）。
上記のようなスポーツは、障がい者スポーツ選手のニーズに合わせて変更されてきた；野球、ラグビー（略）。車いすバスケッ
トボールを始め、これらスポーツの一部は既に競技として高度化してきており、高い競争レベルを誇る国際競技として認知
されるに至っている。
また、障がい者スポーツ選手の素晴らしい功績により、障がい者スポーツへのメディアの関心も益々高まっている。いく
つかの国では、障害を持つ人への貢献や彼らとの共生は非常に政治的関心を集めている程である。
ハンドボールを愛し、知恵や自らの時間と忍耐を惜しみなく出してきてくれたすべての人の貢献により、このスポーツは
日々広がっている。しかし、到達すべき高みはまだあり、課題も山積していることもまた事実である。いずれにせよ、我々
は常に、我々の責務―従来の仕方でプレーをすることが困難な、障がい者スポーツ選手達への責任の事である―を忘れては
ならないのである。
我々の目的は、厳しくルールや規定を公表することではない。車いすハンドボールは、ルールや規定でなく、高い倫理観
と共生思想に基づいた価値観の上に成立されるべきなのである。
車いすハンドボールにおいて「競技」は、その倫理観・価値観の成立のずっと先に存在する。
車いすハンドボールを各国協会事務局の現場への啓発は、一朝一夕で行われる事ではない。啓発の第一歩として、各国協
会事務局に本スポーツを理解してもらう事から始まるのである。
既にフランス、ドイツなどいくつかの国では、啓発活動の第一段階が行われている。これからは EHF が主導となり、ヨー
ロッパにおける車いすハンドボールのガイドラインを成立させていく番なのである。

価値観
車いすハンドボールはインドアハンドボールの規定とビーチハンドボールの精神に基づいてプレーされるべきである。
競技の中では、安全とフェアプレーが最も重要視されるべきである。

競技
オーストリア車椅子バスケットボールコーチと、リハビリテーションを受けている患者グループの助けを得、我々は車椅
子ハンドボールの様々なプレースタイルを試す事ができた。

チーム編成とプレー時間
選手の動きを制限しないよう、オンコートは一度に５名以下とする。
車いすハンドボールは、障害等級が異なる障がい者のチーム、あるいは健常者と障がい者の混合チームがプレーできる。
競技時間は、20 分ハーフが推奨される。但し選手は手で車椅子を扱うため、競技時間を設定する際は、その負荷を考慮
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して設定するべきである。

ボールの扱い方
ボールの扱い方に関する公式ルールに加え、選手は以下の事が許される。
１）ボールを膝の上に置くこと（但し膝の間に挟まない）
２）１）ができるのは車椅子を１～２回押す間であり、それ以上では適用されない。
３）ボールが車椅子に触れても、それは相手チームのフリースローとしては判定されない。
そのため、そのボールはルースボールとして、どの選手が取ってもいいこととする。

ディフェンス
足に比べ、車椅子では動きを止めるのに時間を要する事を考慮し、ディフェンス側は相手に対し、常に反応に要する十分
な時間的・距離的な余裕を与えなければならない。

ゴール
当然ながら目的はより多くのゴールをする事である。
得点の方法は以下のとおりである。
A

ゴールキーパーを置く場合。ゴールの大きさはミニハンドボールのゴールとする。

B

トランポリンゴールを使用する場合。ゴールキーパーの替わりにトランポリンの使用が可能である。一度トランポリン

を跳ね返ったボールは、コートあるいは相手選手に触れず、チームメートがキャッチしなければならない。
C

シュート板を使用する場合。シュート板とは、ゴールとする幕に複数の穴があり、その一つを目掛けてゴールするもの

である。
上記の通り、車椅子ハントボールには多様なプレー方法がある。我々はあく迄、車椅子ハンドボールを「どのようにプレー
する事ができるか」、プレー方法の一部を示しているだけに過ぎない。主目的は、競技会を開催することではない。新しい
ハンドボールの仲間を歓迎し、ハンドボールが全ての人のためのものであることを証明する事こそが我々の主目的である。
ルール適用に関する本ガイドラインはまた、以下のような貢献をする。
①車椅子ハンドボールを学校レベルで実施する可能性を与える。
②車椅子ハンドボールが持つ共生・統合に紐づく価値観が広がる。

最後に
EHF は新しい方法を取り入れ、ハンドボールを愛する全ての人に意識付けを行い、ハンドボール仲間を増やしていきた
いと考えている。
恐れる事は全くない - 不可能は存在しないのだから。
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