
内 容

令和 2年度 第 2回理事会 (書面開催)次第

(1)各専門部報告事項について

【強化部】

・2020年度栃木県ジュニアユース活動計画

・2020年度栃木県競技力向上事業補助金 配分内訳 (案 )

【技術部】
。高体連開催予定地

【総務部】
。「ホッケーで遊ぼうI事業」について

(2)その他

。ホッケー場の予定表
。中体連より報告及び検討事項について



口令和 2年度 第 2 理事会 (書面開催)次第

内 容

(1)各専門都報告事項について

【強化部】

・2020年度栃木県ジュニアユース活動計画・ 資料1-1 資料と-2

ジュニアユースの活動については、 とお り実施す る予定だが、今後

の新型 コロナ ウイルスの影響も考慮 し、随時修正 しながら進めていきます。

・2020年度栃木県競技力向上事業補助金 配分内訳 (案)・ ・・ 資料2

強化部等と協議 した後、医憂囲のとおり配分内訳 (案 )を作成しましたので、ご理解とご

承認をお願いします。

【技術部】

・高体連開催予定地 。・・資料3

来年度 (R3)に 関東選抜大会、再来年度 (R4)に 関東インターハイ予選の開催地となつていま

す。よつて、県協会をはじめ、多くの方々のご協力を賜りたく思います。

【総務部】

。「ホッケーで遊ばう!事業」について・・・匿憂ふ

詳細は医憂ふ鋼 のとおりです。

資料5

(2)そ の他

・ホッケー場の予定表6● 0麿憂□、資料 7

。中体連より報告及び検討事項について

中学校の春季大会・総体予選・関東大会・全国大会がすべて中止にな りました。また、

U15選考会・U15海外遠征・ 11人制大会・県新人大会・関東新人大会については未定になっ

てお ります。

検討事項 として、コロナタイルスの影響で大会等が中止されている状況を踏まえ、県協会

の登録料については、特別措置 (今年度も納めるのか、減額や返金等)の検討をお願いし

たい。
→次回の理事会で協議をお願いしたいと思います。

資料 1-1 ホ斗1-



資料 1‐ 1

1 スタ フ

2020年度 栃木県ジュニアユース 活動計画

2 選手選 スタッフ

男    子 女    子

代    表 大嶋 寿美 (中体連・ ◆市中)′ム`認コ~チ

監    督 佐プマ木亮太 (中 体連・ 今市中 )
′ム`認コ~チ

大嶋 寿美 (中 体連・ ◆市中 )

公認コーチ

ヘッドコーチ
太 崎  竜 平 (栃木県ホッケー協会)

LIEB E栃 本OB
鈴 木  恵
グラクソスミスクラインOG′ム`認コ~チ

コーチ
松本 昌宏 (栃木県ホッケー協会)

公認コーチ

川端 諒太 (日EBE柘木OB)
青木 宏晃 (日 EBE栃木 )

村山 侑季 ′ム`認コ~チ

山岸 有希 (栃木県ホッケー協会)

吉田美瑞穂 ′ム`認コーチ

フィジオ 高橋 弘行 (大桑接骨院)   青木 秀不[l(平 ヶ崎接骨院)

GKコ ーチ 若林 勝己 (日EBE栃木)′ム`認コーチ

ア ドバイザー 高瀬 克也 (日EBE栃木OB)公認上級コーチ

・ 福田

・ 松本

・ 大嶋

敏 (栃木県ホッケー協会強イヒ部長 )

昌宏 (栃木県ホッケー協会強イL副部長・ ターゲットエイジ強イヒ代表 )

寿美 (栃木県ホッケー協会強イヒ副音8長・ 栃木県ジュニアユース代表 )

・ 佐プマ木亮太

・ 大崎 竜平

・ 松本 昌宏

・ 青木 宏晃

・ 川端 諒太

・ 右
~林 勝己

(男子監督 )

(男〒ヘ ッ ドコーチ )

(男子 コーチ )

(男子 コーチ )

(男子 コーチ )

(GKコ ーチ )

・ 大嶋 寿美

・ 鈴木 恵

・ 村山 侑季

・ 吉田美瑞穂

・ 山岸 有希

・ 若林 勝己

(女子監督 )

(女子ヘ ッ ドコーチ )

(女子 コーチ )

(女子 コーチ )

(女子 コーチ )

(GKコ ーチ)



資料 1‐2

2020年 度強化指定選手選考について

○男女各23名程度の強化指定選手を選者し、第21回都道府県対抗中学生 11人制
ホッケー大会に出場する。
【スケジュール手定】

6月 中旬 中体連ホッケー専門部、各学校顧間に依頼し
中学生全選手ヘセレクション参加希望通知配布

7月  3日 (金)セ レクション参加申し込み締切り

8月  1日 (上 )日 光市ホッケー場にてセレクション

3月 12日 (水)セ レクション結果発送

9月  5日 (■ )認定式・ 強化練習開始 (日 程は別紙)

※強化選手23名程度選者する。
※選者後諸事情により強化選手が 18人を下回つた場合、及びGレくが 1人以下にな
つた場合は追加選者・追加招集を行う場合がある。

※スタッフ・ 選手派遣について (文書作成 :大山鳥・ 鈴木恵)

1 強化部会承認
2 理事会承認
3 県ホッケ三協会長へ報告・ 教育長へ派遣依頼
4 教育長から校長会への連絡

栃木県ジュニアユース強イヒ選手選者基準

1 本大会 (都道府県対抗中学生 11人制ホッケー大会)へのバス乗車人数の制限、ま
た 30名 登録可能、試合ごとにスターティングリス ト18筈 は変更可能ということを
踏まえて男女23人程度選者することとする。GKについては強化選手2筈ヽその
他有望な選手については強化候補選手とする。
(強化のための練習ゲームができる22人以上、 3年生のパフォーマンス低下があ
つた場合など 1・ 2年生とメンバー登録交代も視野に入れている)

2 諸事情により強化選手が 18人を下回つた場合、及びGKが 1人以下になった場
合は追加選者を行うこともある。

3 選者については、以下の点を総合して基準とする
① 今年度の大会や各中学校での練習でのプレー・パフォーマンス実績
② 将来性
③ 栃木県代表意識の高さ
④ 協調性
⑤



2020年度栃木県競技力 向上事業補助金 配分内訳 (案 )

(令和2年5月

資料2

日現在)

成年男子

11,012,000

2,200,000
(100,000)

チームとちぎ
・ランクアップ
・関ブロ対策
・本大会対策

4,890,000

有望選手・チーム

・グラクノ
・ リーベ

・選手強化指定

女性アスリー ト
ジュニアアスリー ト

中・高運動部支援
・ターグットエイジ

オフシーズン対策

4 400, 000

1

1

1

3

8

50,

50,

000
000
000200

620,000

702,000

400,000
※実績

計 11,012,000

有望選手・チーム

チームとちぎ

1,850,000

350,000

成年女子 2,100,000
(100,000)

有望選手・チーム

チームとちぎ

女性アスリート育成

1,350,000

750,000

少年男子 2,200,000
(100,000)

チームとちぎ 2,200,000

少年女子 2,070,000
(100,000)

チームとちぎ

女性アスリート育成

1,450,000

620,000

ジュニア 702,000

ジュニアアスリー ト

(ジ ュニアユース

(ス ポ少

702,000

450,000 )

252,000)

ターグットエイジ 400,000 ターゲットエイジ

※対象 :中学・高校

400,000

競技団体強化推進 0 会議・視察等 県協会

有望選手 1,200,000 成年男子 :1人、少年男子 :2人   個人

指導者育成 140,000 チームとちぎ 140,000県協会

※選手強化指定1,200,000円 については、個人の選考会等の旅費、スポーン用具購入に使
用するため、種別には含まない。

※配分内訳 ( )内数字は、各種別負担金 (栃木県ホッケー協会へ納入 )



高体連_開 催 予 定 地 2020.51見 1住 資料3

関東大会 年度 関1東選抜大会 | 全国大会
18

群 ―馬 19 埼 玉

由 1梨 20 神奈J‖ インターハイ(埼玉)

21 茨 城

22 山1梨 国体 (千葉)

神奈

'電

23

2012 24 千
―
棄 全国選抜 (東京)

2013 25 栃 本 国体 (東京 )

2014 26 インターハイ(南関東)・ 山梨県

2015 27 埼 1玉

2016 山 梨 28 れ奈川

2017 29 茨 城

2018 30

2019 令和元 群 馬 国体 (茨城 )

2020 2 千1葉 lRシЧ,==′単4生(ti巧i;|,11こ |)に
■
1舅ミ打膚三与ぢ二|)どうととざとぅμttμ

2021 3 全国選抜 (東京)H東京オリンピック

2022 4 東 京 全国選抜 (東京)日 国体 (栃木)

2023 5 埼 玉

2024 6 神奈川

2025 7

2026 8 山 1梨

2027 神奈′暉 9

2028 10

2029 11

2030 12 東 京

2031 13

2032 14 神奈〕|

2033 15

2034 16 山1梨

2035 17

2036 18 千 1棄



理事会資料 【総務部】

「ホッケーで遊ぼう !事業」について

「ホッケーで遊ぼう !事業」につきましては、例年であれば日光市と当協会

で連携を図り、年に複数回実施しておりました。しかし、今年度につきまして

は、コロナウイルスの影響で現在、実施時期等を検討しているところです。

その状況を踏まえた対策として、日光市スポーツ振興課では、YouTubeを
活用した動画配信を5月より開始されることとなりました。詳細は別紙「企画

書 (案 )」 のとおりです。また、現時点での動画配信計画につきましては、下

記のとおりです。

なお、適切な時期に「ホッケiで遊ぼう !事業」が再開できるよう、日光市

と連携・調整してまいります。今後も継続的に普及活動を強化してまいります

ので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

動圃配信計画

動画配信計画につきましては、下記のとおりです。原則 2・ 4週目の金曜日

に配信をラ定しておりますが、都合により前後する場合もあります。

回数 配信日 (2週目分) 回数 配信日 (4週目分)

1回目 5月 29日 (金)

2回目 6月 12日 (金 ) 3回目 6月 26日 (金 )

4回目 7月 10日 (金 ) 5回目 7月 31日 (金 )

6回目 8月 14日 (金 ) 7回目 7月 28日 (金)

8回目 9月 11日 (金 ) 9回目 9月 25日 (金)

10回目 10月 9日 (金) 11回目 10月 25日 (金)

12回目 11月 13日 (金 ) 13回目 11月 27日 (金 )

14回目 12月 11日 (金) 15回目 12月 25日 (金)

16回目 1月 15日 (金) 17回目 1月 29日 (金 )

18回目 2月 12日 (金 ) 19回目 2月 26日 (金 )

20回目 3月 12日 (金) 21回目 3月 26日 (金 )

総務部 事務局 山岸



企画書 (案 )

1.事業名

ホッケーエキスパート活用 SNS(YouTube等)発信事業 (仮称)

2.実施時期

令和 2年 5月 1日～令和 3年 3月 31日

3.事業目的・趣旨

① ホッケー競技の普及 (競技人□の拡張)

② 競技の魅力の発信

③ 技術力や基礎体力の向上

4.概要

新型コロすウィルス感染リスクを考慮し、ホッケーエキスプ{― 卜の経験を活かした

SNS(YouTube)等を活用した動画の配信を行う。

① 内容
′ム`式 YouTubeアカウント (チャンネル)を開設し、ホッケーの普及や魅力の発

信、競技力や体力向上に関する構成の動画配信

(例 :最新のエクササイズやストレッチ、ホッケーテクニック講座やレクチャー等)

② 時間

動画 1回につき、約 5分程度

③ 頻度

月に2回以上 (1～2週目に 1回、3～4週目に 1回 )

④ その他

動回視聴者向けの様々な企画の展開

(例 :視聴者プレゼント企画の実施、LIVE配信、等)

5.周矢□方法

動画配信時に各不重SNS等にて更新状況を発信し、当事業 YouTubeアカウント

(チャンネル)へ誘導およびPRを行う。

① 市の′ム`式HP・ Facebook・ 広報「にっこう」等

② 栃木県ホッケー協会′ム`式HP・ Facebook 等

③ スポエツ少年団への案内周知

④ ロコミ (関係団体や視聴者等)

⑤ 記者クラブヘの投稿



6.スケジュール

5月下旬 :アカウント新規開設、案内周知、初回配信 (予定)

6月上旬 :2回日配信 (予定)

6月下旬 :3回目配信 (予定)

7月上旬 :4回日配信 (ラ定)・ ・・・

※動画構成やタイムスケジュール、配信計画は随時調整 します。

7.効果演」定・ 実績

配信 1か月後の YouTube動画視聴者数 (「いいね」・ コメント数)

企画参加者数

8。 主催

日光市教育委員会事務局 スポーツ振興課

9.共催

栃木県ホッケー協会

★ホッケー競技普及事業 (ホ ッケーであそぼう !事業)の趣旨と合致するため、市

と連携を図り事業の強イヒを促進する。



令I`2年度大工芝ラ驚棄 ('スЮ 既在 資料6

AM:成年男女
PM:タカセキカク

AM:GSK(沼 尾)

PM:成年男子 (福田)

AM:成年男女 (沼屠)

PM:少年男女 (木村)

AMI威年女子

郷謝:威年男子
PMiタカセキカク

AM:GSKく沼尾)

県民の8イ ベント準備

県民の日イベント

AMIタ ーグットエイジ
PMI成年男子

AM:成年男子

1日 :高体蓮 (木村)

1日 :高体違 (木村)

N‖グラクツ

AM:成年男子

旧 :高体違

郎i冒躊軍鱚日
尾

))

1日 :高体連 (木村)

AM:成年女子
PM:威年男子

AM t成年男子



令402年巨 人I芝 ,建表 (今スポ)

PM:成年男子 (福田)

1日 :少年男女 (木村)

鞘:藤霧紹儲

AM:成年女子 (沼尾)

PM:成年男子 (福田)

1日 :少年男女 (木村)

鞘:震瑶S軍 鱈齢
AM:中 体連 (大嶋)

PM:少年男女 (木村)

周M:タ ーグットエイツ支子 (松本)

PM I成 年支子 (沼尾)

綱 :中体速 (大崎)

PM:少年男女 (本村)

1日 :少年男女 (木村)

公式練習

1日 :中体連 (大嶋)

AM:成年男女 (沼尾)

PM:少年男女 (本村)
PM:U‐ 15選

U-15選

1日 :中体連 (大18) AM:U-15選

lB:中体通 (大嶋)

1日 :中体連 (大嶋)

1日 :少年男女 く木村) 1日 :中体連 (大嶋)

AV:′少年男女 (木村)
PM:石動高校男女ホッケー

側い:石潮高校男女本ッケー
PM:少年男女 (木村)



令I〔 2年虔 人工芝予定表 く,ス ,10 令,(12年 5/22 甥在

『ダヨ房こ篤

AM:元気塾

県民スポーツ大会

AM:元気塾

成年男子
」リーク準備
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令和2年虔人工芝予定表 (日光市ホッケー鍵) 令和 2年 5/22 毛翅

880-1230 成年女子

19∽ フヽ2■∞  ,カセキカク

B130～ 12:30 箔東・ 小林
0:∞ ～12:OO 今市小
12:30～ 16i30 南原
12:30～ 16:30 今三 16:30～ 19:30 大塞

8:30～ 12:SO 贈票・ 小林
8:30～ 12130 薦庶
12:30～ 16:30 NEX 16:aO-19:30 大室

B駅>1230 繊年女子
1230-16 eO 成年男子
1690ヤ1930 大室

880～ 16る0 今蔦男子

etO-1630 ターグットエイツ女子 16130-18BO
NEX 10BO-19130 大室

8:S∝ 16:30 今高男子
16:30-19:SO 成年男子 AM:成年女子 (霜屠)

タカセキカク 19∞～2100 83∝ Ⅲ230 う
'年

男子
1290～1730 大沢中 第15回 日光市少年′」ナ女ホッケー大会 (中 止)

1900～21(lCl 大室

S eO～ 1280 中体通
1230～ 163C n▼年男子
16t30-1980 高瑠ミ・ 今三

B30～1230 成年女子

880～ 12つO 成年男子
1230～1630贈東 ,小 本本
1290～1690 薦恵 1630-1930 ND( 1630～
1930 大菫

890-1230 中体運
1230-1630 成年男子
16 SO～ 1980 南黛
1630～200(l 港菜・ 小林

830～1231)鶴兵社会人3壱Fリーグ
1230～1690 高体連
1680～1930 大室
17∞ ～ 9ヽ00 タカセキカク

1530～1830 グラクツ

ia SO-2(100 落来・ 小林 AM:蔦体運 (本村)

PM:成 年男子 (悟口)

l S90～ 1980 グラクツ
19∞-2100 リーペ 1830～2030 大室

AM:戌 4男子 (掲 口)

PM:蔦 体連 (木村)

1630:タ ーグットエイツ男子 (松本)

l S30～ 2030 六室

1900-2■ ∞  タカセキカク

BgO-1230 11年女子
12,30～ 1630 ,― グットエイジ 16BO～ 1930 南
原 1630～ 1990 六室

B30-1230 成年男子
1230～1630 ターグットエイツ男子
16 SO～ 19るO NEX 1690～ 1900 大室

830～ 12る0 成年女子
1630～1930 南瞭
1630～ 1930 今三

1630-10eo大 室
1 7CX:l-19∞タカセ■カク

15、30～la∞  グラクソ へM:虜年女子 (漕届)

19-2000 リーペ へM:成毎女子 (沼罵)
DM:成年男子 (福田)

l S30-1830 グラクツ AMi成 年男女 (福日)

1830～2030 つ三 1 9iOO-2tOO 'カ セキカク

123∝ 1630 成年男子
1690～10130 竜ほ
16eO-199o ,=

890ヽ 12:90 威年女子

9190-1230 虜年家子

1630～ 1030 大室
19∞-2100 タカセキカク

10:OO-2100 'カセキカク

1日 :スボ少 (本村)

330～ 12 SO 虜年女子
1900～21∞ タカセキカク 1日 :申体速 (大嗚)

BSO-1230 成年女子
1230～1630 前年男
10SO-20∞  驚東 。小林

B30-1230 成年女子 17て X〕～1900 'カ セキカク

330～1230 成年女子
163(ンψ1030大 室



令和2年度人工芝予定表 (日 光市ホッケー場) 令和 2年  5/22 え虎在

1日 :ジ ュニアユース選雪会 (大4)

AM:前年男子 (悟こ日)

へM:■体速 (大峰)

PM:高体重 (本村)

830～1630 第lS回 日光市スポーツサ)年回
ホッケー大会兼全国予選会

へM:中体嬢 (大4)
PM:高体連 (本可)

1日 :中体連 (大 4) 郎:留藤醤8譲財 880～ 1630 令和2年 度日光市′J)年少女ミニボッケー大会

AM:中 体連 (大4)

AM!成年女子 (酒 届)

630-8:∞ 月ヽ年女子 (活届)

6るてl-8iOO 成年女子 (沼増)

AM:成年女子 (旭尾)

g:,O-1613()柘 木県中学生鶴合体青大会 1日 :高体連 (木種)

1日 :高体連 (本村)
AMI成年女子 (遇届)

PMiタ ーグットエイジ男子 (総本)

AM:成年女子 (焙屠)

PM:成 年男子 (福口)

1日 :ス設)(本村) 12る0～ 18BO uコ 5選雪会

1日 :高体運 (本 )ヽ

1日 :高体通 (本村)

830～1230 Uコ S選彗会

630～B∞  碗年女子 (沼Э

680～8∞  腕年女子 (′B屠 )

lB:中 体連
AM:成年女子 (消鳥)

PM:′)年男女 (本村)

1日 :中体連 へM:少年男女 (本村)

へM,成年
=〔

子 (′B尾 )

PM:蔦体運 (木小甘1)

AMi成 年女子 (瘤届)

醐 :高体運 (本村)

AM:,'年 女子 (溜 贈)

PM:タータットエイジ女子 (松本)
1日 「スポ小 (本村)

1日 :ジ ュニアユース (大鳴)



令莉2年度大工芝ラ定表 く日光市ホッケー避〉 令 :〔 2年 S/22 覇査

aSO～1630 社会人東日本リーク

高円宮碑2020支子日本リーク (整備)

高円宮i尊2020支子日本リーグ (単備)

蔦口宮碑2020女子日本リーグ

16 SOま で 蔦口富隣2020女子日本リーク

eる0-1630 第219ジ ュニア本ッケーチャンピオンズ
カップ

蜘 ～16る0 勇16団 B光市スポーツ′)工団新人ホッケー
大会

a gO～ 16130 柄木磯おF大中学校ホッケー大会

830-1630 全国高等学校選顔大会環予選

330～ 1630 全国高患学校選振大会黒鵜

高口宮瞬2020男子日本リークHI(準 情l

高口宮碑2020男子日本リークHl(準機)

葛口自隣2020男子日本リークЧl

16る0まで 高円営胸2020男子日本リークHl



令和2年度大工芝▼′定震 (日光市ホッケー窮) 令和2年 S/22 現在

9:30～ 16:30 お21口傾

'本

R6入制ボックー大会

麒30-16130 朽木環高こ学校ボッケー新大大会

B30～ 16BO 朽本環高彗学校ホッケー断人大会

B30-16SO 柄木環高等学校中芭,支謝大套

B99‐1630 栃木県高等学校中芭1支都大去


