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2022栃木国体ターゲットエイジ(少年種別)強化基本計画

栃木県ホッケー協会　強化部

【目　的】

令和4年度(2022年度)に開催される「第77回国民体育大会(栃木国体)」総合優勝を目指

し、栃木国体世代における少年種別の選手育成・強化を図る。

※平成30年度から実施してきた本事業を継承する。

【対象者】

送電竣蔓性をすべて満た欄選考会において選考された選手(男女)
●平成16年(2004年) 4月2日から平成19年(2007年) 4月1日の間に生まれた者である

こと。

●原則として、すべての強化練習会等に参加できること。

●第77回国民体育大会(栃木国体)の栃木県代表として参加する意志があること。

【実施期間】

令和2年4月1日一令和4年10月(栃木国体実施終了まで)

【強化練習方法】

〇月1~2回程度の強化練習会等を実施する。 (各年度の選考会以降は、合格した選手による練

習会等とする。)

○必要に応じて県外遠征等も実施することがある。

○令和4年度時の本大会に向けての強化練習会等については、今後、詳細を検討する。

【指導者〃強化選手選考者】

栃木県ホッケー協会の栃木国体スタッフを中心に指導体制を構築する。 (下表)

また、選考に関しては、少年男女の監督を中心にスタッフによる選考、栃木県ホッケー協会"

強化部による審査を経て、栃木県ホッケー協会理事会において承認を得る。

<指導体制等>

国体ターゲットエイジ強化代表:松　本　昌　宏

少年男子 �区分 �少年女子 

木　村　浩一郎/高体連"国体監督 �監　　督 �長谷川　　　彩/高体連・国体監督 

福　田　　　敏/高体連。国体コーチ �コ　ー　チ �山　本　儀　之/高体連。国体コーチ 
湯　澤　健　人/高体連。国体コーチ 

松　本　昌　宏/国体コーチ 
井　上　　　桜/国体コーチ 

佐々木　亮　太/中体連・ゾユニアユース監督 �ゾユニアユース �大　嶋　寿　美/中体連"ジュニアユース監督 

平成31年度(令和元年度)現在



【強化選手選考方法】

臆令和2年度
・ 7月に令和2年度選考会を実施する。 (男子のみ)

"選考会では8月以降の強化練習会等に参加する選手仙名程度を選考する。 (翌8月から

は選考された選手の練習会等となる。)

※当該年度の選考予定人数を下回る場合は、選考会を実施しないこともある。

音令和3年度
" 4月に令和3年度選考会を実施する。

〃選考会では5月以降の強化練習会等に参加する選手30名程度を選考する。 (翌5月から

は合格した選手での練習会等となる。)
"令和2年度に合格しなかった又は選考会に参加しなかった選手も選考会に参加すること

ができる。

※当該年度の選考予定人数を下回る場合は、選考会を実施しないこともある。

臆令和4年度
・ 4月に令和4年度選考会を実施する。

・原則として令和3年度に選考(合格)した選手による選考を基本とするが、各種別(中

体連又は高体連)等の推薦により、それ以外の選手も選考会に参加できるものとする。
。選考会では5月以降の強化練習会等に参加する選手18名程度を選考する。 (翌5月から

は合格した選手での練習会等となる。)ただし、怪我等の理由により、選手の入れ替え

を行う場合もある。
。強化練習会等の実績等を踏まえ、 8月下旬(予定)に栃木国体出場選手13名を決定す

る。また、若干名の補欠選手も決定する。

【その他】

●令和2年度の練習会〃選考会日程等

男子は「別紙1」、女子は「別紙2」参照。

●新型コロナウイルス感染等の状況により、中止、延期等の対応をとる。なお、実施に際して

は、感染対策等を行った上で実施する。

●令和3年度以降の練習会・選考会日程等

毎年度見直し等を行う。
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【留意事項】
※ターゲットエイジ対象の「中学2-3年生は栃木県ジュニアユース(中学生)」としての対象になる場合もある。選考

された場合は、原則としてそれぞれに参加することになる。

※薪型コロナウイルス感染の動向により、練習日程等が中止または変更になる場合もある。



令和2年　6月23日

各　　　位

栃木県ホッケー協会

会　長　　大嶋　一生

(公印省略)

令和2年度「栃木国体ターゲットエイジ」選考会の実施について(ご案内)

梅雨の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃よりホッケー競技の発展につきまして、格別なるご理解、ご支援を賜り厚くお礼

申し上げます。

さて、当協会では、 2022年いちご一会とちぎ国体でのホッケー競技の総合優勝を目指し、

平成30年度より少年種別に出場する世代の選手育成・強化を目的に『栃木国体ターゲット
エイジ強化練習会』を実施しております。

今年度からは、 2年後に迫る本国体への活動本格化のため、別添「強化基本計画(男子)」

に基づき、各年度選考方式による強化練習会等を実施することといたしました。

つきましては、今年度の強化練習会等に参加する選手の選考会を実施するため、下話の

とおりご案内申し上げます。

記

1.開催日時　　　　令和2年　7月12日(日) 12:30へ16:30

集合: 12: 30

2.会　　場　　　　日光市ホッケー場

3.参加対象

以下のすべての項目に該当する生徒(男子)

○平成16年(2004年) 4月2日から平成19年(2007年) 4月1目の間に

生まれ、ホッケー現役選手等であること。 (令和2年度に高校1年生、

中学2 ・ 3年生)

○原則として、すべての強化練習会等に参加できること。

〇第77回国民体育大会(栃木国体)の栃木県代表として参加する意志があ

ること。

4.主　　催　　　　栃木県ホッケー協会



5.選考委員

6.申込方法

栃木国体監督及びコーチ、栃木県ホッケー協会強化部委員等

別紙「選考会申込書」に必要事項を記入の上、 7月3日(金)

必着までに事務局に申し込む。 (郵送・ FAX可)

蕃酬~
※FAXで申込みの際は、受信確認の電話をお願いいたします

(できる限り 送または持参でお願いします

7.持ち物・服装　　運動のできる服装・スティック・すね当て・飲み物・着替え

マウスガード

※マウスガードの装着は必須となりますので、必ず持参して

ください。

※会場間の移動時は、必ずマスク着用のこと。

8.そ　の他 雨天決行ですが、荒天または新型コロナウイルス感染の影響等

により延期になる場合もあります。

選考会の合否は、 7月3 1目までに通知にて行います。

選考会に合格した生徒は、別途通知する強化練習会等に参加し

てください。なお、参加費(-人当たり1,000円/年)が必要

となります。

9.申込・問い合わせ先

栃木県ホッケー協会(栃木国体ターゲットエイジ事業担当)

〒321-1292　日光市今市本町1

日光市教育委員会・スポーツ振興課内

TEし　O288-21-5183

FAX O288-21-5185

※選考会及び当該事業に関するお問い合わせにつきましては、

担当理事等より折り返し回答させていただきます。



巨∃
令和2年「栃木国体ターゲットエイジ」選考会申込書

以下の参加資格要件すべてを満たすことを確認し、令和2年度「栃木国体ターゲット
エイジ」選考会への参加を申し込みます。

なお、選考会に合格した場合は、令和2年度の強化練習会等に参加します。

●平成16年(2004年) 4月2日から平成19年(2007年) 4月1日の間に生まれホッケー

現役選手等であること。

●原則として、すべての強化練習会等に参加できること。

●第77回国民体育大会(栃木国体)の栃木県代表として参加する意志があること。

令和　2年　　月　　日

ふりがな

選手氏名

学校名

学　　年

生年月日 平成　　　年　　　月　　　日生

上記の者が令和2年度「栃木国体ターゲットエイジ」選考会(選考会に合格した場合

は、強化練習会等)に参加することに同意します。

なお、送迎は保護者の責任のもと行います。

保護者氏名

住　所

緊急連絡先岨

※7月3日(金)必着までに栃木県ホッケー協会事務局に提出してください。


