
 

エフピコ杯	 第14回全日本フロアホッケー競技大会	 

開	 催	 要	 項(案)	 
１	 大会の名称	 	 	 	 

	 	 エフピコ杯	 第１4回全日本フロアホッケー競技大会	 	 

	 	 ＜特定非営利活動法人日本フロアホッケー連盟認定Class	 A大会＞	 

	 

２	 開催趣旨	 

スペシャルオリンピックスから生まれたフロアホッケーの普及啓発、競技力の向上を図るため、多く

の人が参加でき、共に楽しめる競技会を開催する。もって連盟設立の趣旨であるフロアホッケー競技を

通じて、障がいの有無、性別、年齢等を超えた誰にでも住みやすい社会の創造を推進する。	 

	 

３	 主催	 

特定非営利活動法人日本フロアホッケー連盟	 

	 

４	 主管	 	 	 	 

	 	 東京都フロアホッケー連盟	 

	 

５	 運営	 	 	 

	 	 エフピコ杯第14回全日本フロアホッケー競技大会実行委員会	 

	 	 [構成団体]	 

特定非営利活動法人日本フロアホッケー連盟、株式会社エフピコ、東京都フロアホッケー連盟	 

	 

６	 後援・協力(予定)	 

東京都、葛飾区、葛飾区教育委員会、実践女子大学、明星大学、日本体育大学、公益財団法人スペシャ

ルオリンピックス日本、特定非営利活動法人勇気の翼インクルージョン、山形フロアホッケー連盟、長

野県フロアホッケー連盟、熊本県フロアホッケー連盟、大分県フロアホッケー連盟、東京都フロアホッ

ケー連盟、きさらぎJr.	 

	 

７	 期日	 	 	 

	 	 令和元年(2019年)10月4日(金)〜5日(土)	 	 

	 

８	 会場	 	 	 

	 	 東京都葛飾区奥戸7-17-1	 葛飾区奥戸総合スポーツセンター	 ℡03-3691-7111	 

	 	 	 

９	 実施内容	 	 

(1)レフェリー講習会(4日)	 

(2)フロアホッケー競技（5日）	 

(3)エキシビジョンマッチ(5日)	 

	 

10	 日程(予定)	 

	 【１０月4日（金）】大会準備・レフェリー講習会	 

	 	 	 13:00～大会準備	 

	 	 	 15:00～レフェリー講習会	 

	 

	 



 

【１０月5日（土）】競技会	 

	 	 8:30～チーム（選手団）受付	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 9:00～監督・コーチ会議	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 9:30～開会式	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 10:00～競技	 

	 	 	 	 16:00～表彰式、閉会式	 	 

	 	 

11	 	 競技参加予定チーム数	 	 	 

	 	 	 ２4チーム	 

	 	 	 

12	 参加資格	 

	 	 (1)日本フロアホッケー連盟に登録する選手・監督・コーチで構成されるチーム(中学生以上)で、過去に

日本フロアホッケー連盟が規定する ClassB 以上の大会、日本フロアホッケー連盟（支部を含む）主催

の交流戦、体験会等に参加経験があること。選手登録・ベンチ入りは１１名以上１６名以内とする。	 

	 	 (2)同一の所属団体からの出場チームは2チーム以内を原則とする。ただし、実行委員会が参加を認めた

場合はこの限りではない。	 

	 	 (3)ベンチ入りする選手・監督(含むコーチ)・チームサポーターは、他のチームとの兼任はできない。	 

	 

13	 ディビジョニング	 

チームの過去に参加した大会、体験会のスキル及び自己申告等に基づいて、大会実行委員会で仮ディビ

ジョニング（クラス分け）を行い、大会当日のクラシフィケーション試合（ディビジョニングのための

試合：３ライン）により、ディビジョンを確定する。	 

	 

14	 	 競技規則	 

スペシャルオリンピックス国際本部（ＳＯＩ）が定めたフロアホッケールール及び日本フロアホッケー

連盟が定める本大会特別ルールにより行う。	 

	 

15	 	 コート	 	 	 	 

	 	 日本フロアホッケー連盟公認のバウンダリーボード（ウレタン製）を使用する。	 

	 

16	 	 競技用具	 

(1)手袋（クッション性のあるスキー手袋等）は参加者が用意する。	 

(2)試合で使用する用具は、原則参加者が用意する。ただし、用意ができない場合は、大会実行委員会が

貸与する（手袋を除く）。	 

	 	 	 

17	 登録料	 

(1)日本フロアホッケー連盟競技者登録規程（平成30年7月10日付け制定）」に基づき、本大会(ClassA)

にベンチ入りする競技者（チームサポーターは除く）は、令和元年５月末日までに日本フロアホッケー

連盟が定める方法により競技者登録を完了すること。	 

種	 	 別	 年	 	 額	 

競技者(中学生以上、ベンチ入りする	 

競技者・監督・コーチ)	 
1,500円	 

(2)未登録者は本大会に参加できないことから、(1)の期限を過ぎた時点で申込時未登録者がある	 

場合は、大会開会までに競技者登録を行うこと。	 

	 	 

18	 	 参加料	 

(1)１チーム当たり５，０００円	 

(2)選手及びベンチ入りする監督、コーチ、チームサポーター１名当たり７００円	 



 

	 

19	 	 表彰	 

各ディビジョンの優勝～３位のチームに表彰状とプレーヤー、コーチ及びチームサポーターにメダルを

贈呈、優勝チームにカップ（次回大会に要返還）を授与する。	 

	 

20	 	 交通費、宿泊費、食事代	 

	 	 会場までの交通費・宿泊費、食事代は、チーム(個人)が負担する。	 

	 

21	 参加申込方法	 

(1)別紙「エフピコ杯第 14 回全日本フロアホッケー競技大会参加申込書」に記入の上、下記申込期間内

に、実行委員会あてに電子メール、郵送又はファクシミリ送信すること。	 

(2)参加申し込みチーム数が各地区のクオータを超える場合には、実行委員会が連盟支部・チーム所属団

体と協議して参加チームを選抜する。	 

(3)参加が決定したチームは、実行委員会が送付する関係書類及び参加料を別に定める期限までに納入す

ること（追加登録がある場合は、大会前に納入）。	 

＜クオータ＞	 

	 

	 	 	 	 

21	 	 申込期間	 

令和元年(2019)年7月8日（月）～8月2日（金）	 

	 

22	 	 申し込み・問い合わせ先【担当者在局日:火曜日・水曜日・金曜日の10時～16時】	 

	 	 	 日本フロアホッケー連盟事務局内	 	 

第１4回全日本フロアホッケー競技大会実行委員会事務局	 

	 	 	 〒380-0821長野市鶴賀上千歳町1120-17	 Alegriaビル７階	 

	 	 	 電話＆ファクシミリ：026-225-5657	 

	 	 	 メール	 	 	 	 	 	 ：fhjapan@mx2.avis.ne.jp	 

	 	 	 ホームページ	 	 	 ：http://w2.avis.ne.jp/~fhjapan/	 

  

  

  

  

地区	 
東北・	 

北海道	 

関東・甲信越	 

中部	 

近畿・	 

中国・四国	 
九州	 エフピコ	 合計	 

一般の部	 	 ３チーム	 ９チーム	 5チーム	 2チーム	 5チーム	 24チーム	 


