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大会のご挨拶

　この度、第３回全日本ミックスネットボール選手権大会を群馬県安中

市で初めて迎えることとなりました。これもひとえに関係各位、さらに

は地元・群馬県安中市の皆様のご支援ご協力の賜物と心より感謝申し上

げます。

　ネットボールは、ドリブルを使用せずパスのみで連携しながら相手ゴ

ールリングにシュートを入れるゴール型の球技です。英国圏の国々を中

心に親しまれており、多くの世代の皆さんが楽しめ、ルールを通してス

ポーツマンとしてのマナーを大切にしていることが特徴であり、今後日

本国内でも普及していくことが期待されます。

　さて、日本では男子ネットボール選手の増加により、一昨年から男女

混合（１チーム７人中の３人が男子）の全日本ミックスネットボール選

手権大会を開催するようになりました。女子ネットボール選手は男子選

手との合同練習や試合を通して、競技レベルも向上することが期待され

ます。

　今年は、９月にシンガポールで開催されます第９回ネットボールアジ

ア選手権大会に日本代表「つばきＪＡＰＡＮ」１２名を派遣する予定で

す。また、今回のネットボールアジア選手権大会は、来年オーストラリ

アのシドニーで開催されますネットボール世界選手権の出場枠を競う大

切な大会です。

　おわりに、本大会が参加する全てのチーム及び応援して下さる皆様に

とって楽しい交流の場となり、ご満足いただける大会となりますことを

願いつつ、ネットボールの普及・強化に一層努めてまいりたいと存じま

す。今後とも、皆様からのネットボールへのご支援ご協力を、どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

日本ネットボール協会

　　　　　　　会長　池田　敬子
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第３回全日本ミックスネットボール選手権大会要項
１．開催目的
　　年1回、男女のネットボール愛好者が予選会および本大会を通して交流を深めながら
　　日本一を競い、　日本におけるネットボール文化の普及・発展を図ること目的とする。

２．主催　 日本ネットボール協会（JNA）
　　後援 　安中市教育委員会、安中市体育協会、上毛新聞社

３．大会形式
　　全日本ミックスネットボール選手権大会は、本大会の前に東京地区と群馬地区にて予選会
　　を実施する。各地区で順位を決定し、昨年度の優勝・準優勝２チームを除く上位２チーム
　　が地区代表として本大会出場権を得るものとする。そして、各地区本大会出場２チームと
　　昨年度の優勝・準優勝２チームの合計６チームが６月１日の本大会に出場することとする。

４．大会期日・会場
（１）本大会　　平成26年６月１日（日）　
　　　群馬県安中市総合体育館 （群馬県安中市安中 1531-1、027-382-2500）
（２）予選会　　
　　①東京会場　平成26年4月12日（土）　東京海洋大学越中島キャンパス
　　②群馬会場　平成26年4月20日（日）   安中市総合体育館

５．競技規則
（１）試合は、予選会および本大会とも、下記のように実施する。
　　第１Q（10分）休（3分）第２Q（10分）休（5分）第３Q（10分）休（3分）第４Q（10分）
　　なお、第４Ｑ終了時同点の場合は、1分間の休憩後延長戦を行う。延長戦は、第4Ｑと
　　同じコートで、第4Ｑ終了時にボール保持チームのセンターパスから再開し、どちらかの
　　チームが１点入った時点で終了とする。
（２）試合は、男性３名と女性４名で行う。なお、男性1名の代わりに女性を１名まで追加できる。
（３）男性は、【GS】・【C】・【GK】の３つのポジションに限定する。
（４）ゲームは、予選会はリーグ戦で行う。本大会はリーグ戦および順位決定戦にて行う。
　　勝率が同一の場合は、総得失点差によって順位を決定する。
（５）これ以外のゲームにおける規則はネットボール競技規則に則る。

６．大会運営事項 
（１）第3回全日本ミックスネットボール選手権大会・大会事務局を、安中・多胡英子理事宅におく。
（２）本大会の参加選手・審判・オフィシャル係（得点係、タイムキーパー、スコアラー）の
　　資格は、平成26年度JNA個人登録手続き（JNA個人登録表（別紙１-２）提出・JNA個人
　　登録費（1000円/１名）納入）を４月27日（日）までに各チームごとに完了したものとする。
（３）大会申込みは、チーム申込み票（別紙２）および予選会メンバー表（別紙３）を、
　　４月7日（月）までに大会事務局（etchan7898@sky.sannet.ne.jp）に電子メールにて
　　提出する。メンバー表は、１チーム12名までとする。メンバー構成は、男性が2名以上、
　　女性が4名以上とする。
（４）本大会参加チームは、本大会メンバー表を４月２７日（日）までに大会事務局に提出する。
　　本大会メンバーは、予選会メンバーと同一を原則とするが、若干の変更は認める。
（５）各チームから、帯同審判１名以上およびオフィシャル係２名を選出するものとする。
　　帯同審判およびオフィシャル係は、出場選手が兼務しても選手以外でもよい。
　　なお、帯同審判は審判講習会を１回は受講していることが望ましい。
（６）予選会前および本大会前に、各大会の詳細事項を大会事務局より参加チームに電子メール
　　にて連絡する。
（７）本大会における帯同審判・オフィシャル係の昼食弁当は、大会事務局で用意する。
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大会役員（Staff）
　　　大会会長：池田敬子　　　　　実行委員長：田村祐司
　　　競技委員長：多胡英子　　　　審判長：齊藤京子　　　　委員：水野宏　岡田繁　川野有花
　　　審判：八所和己　Jordan Krogh　　　　 　　　　　　　撮影：池内満　山下悟志　木村理　　　
　　　協力：安中市バスケットボール協会

本大会試合概要

　８：３０ 大会役員集合　　　　　　　　　１０：３０ 第１試合開始 (Game Start)
　９：００ 受付開始 (Team Entry)　　　　１２：３０ 昼休み (Lunch)
　９：３０ 審判・オフィシャル係打合せ　　１３：００ 第３試合開始
１０：００ 開会式 (Opening Ceremony) 　１６：００ ゲーム終了・閉会式 (Closing Ceremony)
　　　　　　1. 会長挨拶 　　　　　　　　　　              1. 成績発表 
　　　　　　2. 来賓挨拶　　　　　　　　　　　　         2. 表彰　　　　　
　　　　　　3. 優勝カップ返還　　　　　　　　　　      3. 講評　     
　　　　　　4. 選手・審判宣誓　　　　　　１７：００ 清掃・終了(Cleaning Up)
　　　　　　5. 競技上の注意事項

予選ブロック

※（）内は略称

A ブロック B ブロック
あんなかフェニックス（フェニックス） WLS Netball（WLS）
Tokyo Netball（TokyoNet） 健大 INFi-D（健大）
あんなかペガサス（ペガサス） NEPTUNEZ（NEP）

A コート B コート

第１試合
10：30-11：19

フェニックス vs Tokyo Netball WLS Netball

WLS Netball

vs 健大 INFi-D

審判（NEPTUNEZ)
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （NEPTUNEZ）

審判（ペガサス）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （ペガサス）

第２試合
11：30-12：19

Tokyo Netball vs ペガサス 健大 INFi-D vs NEPTUNEZ

審判（WLS）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （WLS）

審判（フェニックス）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （フェニックス）

第３試合
13：00-13：49

ペガサス vs フェニックス NEPTUNEZ vs

審判（Tokyo Netball）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （Tokyo Netball）

審判（健大）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （健大 ）

順位決定戦
A コート B コート

第４試合
14：00-14：49

３・４位決定戦 ５・６位決定戦

A2 位 vs B2 位 A3 位 vs B3 位

審判（　A1位 ）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ）（　A1位      ）

審判（　B1位     ）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ） （　B1位 ）

第５試合
15：00-15：49

決勝戦

A1 位 vs B1 位

審判（ 　　　　　）
ｵﾌｨｼｬﾙ（点付け係・ｽｺｱﾗｰ）（ ）

大会スケジュール（Match Scedule）
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あんなかフェニックス(群馬)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ 千葉 美奈 女 C,WA,WD 155

千葉 有紗 女 GA,WA,WD 165
安部 春菜 女 GD,GA 170
木暮 夏穂 女 GA,GD 170
阿久澤 澪 女 GD,GA,WD 167

○ 北川 直規 男 GK,GS 189
武井 和彦 男 GS,GK 186
羽鳥 裕喜 男 C,GK,GS 174 【代表】 多胡 英子
吉岡 拓也 男 C 168 審判 羽鳥 和行
川合 美香 女 GA,GD 180 審判 羽鳥 裕樹
田島 沙希 女 GA,GD 165 ｵﾌｨｼｬﾙ係 高橋 生美子
岩井 綾美 女 WA,WD 157 ｵﾌｨｼｬﾙ係 吉岡 芳子

WLS
う る す

Netball
ね っ と ぼ ー る

(東京)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ 永野 友章 男 GS,C,GK 170
○ 川野 有花 女 WA 153

沼田 智子 女 WD 153
田島 ひろみ 女 WD,GD 163
佐藤 麻子 女 GA,GD,GK 168 【代表】 川野 有花
伊藤 紗江 女 GD,GK 167 審判 藤林 直也

大曽根 菜美 女 GA,WA,WD 167 審判 渡邉 駿
渡邉 駿 男 GS,C,GK 166 審判 中村 徹

藤林 直也 男 GS,C,GK 169 審判 竹崎 雄一
中村 徹 男 GS,C,GK 182 ｵﾌｨｼｬﾙ係 沼田 智子

竹崎 雄一 男 GS,C,GK 173 ｵﾌｨｼｬﾙ係 大曽根 菜美

あんなかペガサス(群馬)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ 萩原 成子 女 WA,WD 154

吉本 智子 女 WD,GD 161
椎名 恵美子 女 GA,GD 165
山本 愛香 女 GD,GA 158
東谷 萌花 女 WA,WD 156

石原 愛里沙 女 WA,WD 152
大図 帆南 女 WA,WD,GA 156

○ 吉本 貴志 男 GK,GS,C 171 【代表】 多胡 英子
降幡 直也 男 GK,C,GS 176 審判 齋藤 京子
小島 颯太 男 GS 180 審判 猿谷 憲
猿谷 憲 男 GS,GK 174 ｵﾌｨｼｬﾙ係 黛 ひで子

橋本 祐太 男 C 165 ｵﾌｨｼｬﾙ係 石坂 泰子
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健
けん

大
だい

INFi-D
いんふぃーだ

(群馬)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ 荒井 淑恵 女 GA,GD 164

和泉 桃佳 女 WA,WD 155
岸野 絵里花 女 WA,WD 157

伊藤 綾 女 WD,WA 160
○ 斉藤 楠都美 女 WA,WD 160

染谷 健太 男 GS,C 167
田中 健太 男 C,GK 170
塚田 光暁 男 GS,C 165 【代表】 荒井 淑恵
戸所 大輔 男 GS,GK 182 審判 戸所 大輔
萩原 なみ 女 WA,WD 156 審判 荒井 淑恵
羽鳥 真由 女 GA,GD 170 ｵﾌｨｼｬﾙ係 和泉 桃佳
丸山 辰也 男 GS,GK 172 ｵﾌｨｼｬﾙ係 伊藤 綾

NEPTUNEZ
ね ぷ ち ゅ ー ん ず

(東京)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ 西村 歩 女 WA,WD 155
○ 野見山 亜美 女 GA,GD 162

高木 真梨子 女 WD,WA 144
高田 すみれ 女 GD,WA 164
山下 由衣菜 女 WD,GD 162
渡邊 聖信 男 GK,GS,C 170
黄 童林 男 GK,GS,C 171

中村 風希 男 GS 168 【代表】 西村 歩
宮澤 和貴 男 C 170 審判 西村 歩
糟谷 直樹 男 GK,GS,C 172 審判 野見山 亜美

五十嵐 琢巳 男 GK,GS,C 175 ｵﾌｨｼｬﾙ係 黄 童林
岡井 紀樹 男 GK,GS,C 173 ｵﾌｨｼｬﾙ係 高木 真梨子

Tokyo
と う き ょ う

Netball
ね っ と ぼ ー る

(東京)
Cap 出場選手名 性別 ポジション 身長（cm）
◎ Scruffy Teddy 女 WA,WD 164
○ Chur Arts 男 GK 193

Holly Samantha 
Lum

女 GA,WA 162
Emma Paaka 女 WA,WD 164
Imogen Evans 女 GD,GA 175
Amelia Ahosivi 女 GD,WA,WD 170
Lee Schrader 男 GS 185

【代表】 Amelia AhosiviHamza Ishikawa 男 C 164
審判 Jo GeorgeLaree Te Kanawa 女 GA,WA,WD,GD 170

Mitch Tamiau 男 GS,C 170 ｵﾌｨｼｬﾙ係 Imogen Evans
Jo Anne George 女 GA,GD,WA,WD 170 ｵﾌｨｼｬﾙ係 Lee Schrader
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　1890年代に女性向けバスケットボールとし
てイギリスで誕生しました。
　コートは大きく３つに区切られ、１チーム７
名からなる２組のチームが、パスのみでボー
ルを自分のゴールへ運び、得点を争います。
　最大の特徴は、選手一人ひとりの動く範囲
が決まっており、その範囲しか動いてはいけな
いことです。選手は動く範囲を示すゼッケンを
付けてプレイします。また、選手同士の激しい
接触がないこと、体力や体格に応じてポジショ
ンを選ぶことにより老若男女を問わず生涯ス
ポーツとして楽しめます。
　現在ではイギリス連邦諸国を中心に70を超
える国と地域でプレイされており、競技人口は
2000万人を超えています。日本では1990年に
、生涯体育が専門の神山雄一郎元群馬県立女
子大学教授が研修先のオーストラリアから持
ち帰り紹介・普及を始めました。1999年から日
本選手権が開催され、徐々に競技人口を増や
しています。
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１．ネットボールへの夢

（１）ネットボールが日本国民の間に普及され、気軽に行える場所や施設があり、国民の多くが
　　　ネットボールを経験したことがあるようなスポーツに発展させたい。

（２）安中をメッカとして、ネットボールを日本全国に広めたい。

（３）近い将来、日本にアジア選手権大会やアジアユース選手権大会を、誘致したい。

２．具体的目標

（１）ネットボールを、文科省が推薦し、保育園・幼稚園から小学校・中学校・高校・大学・一般
　　　全ての市民が気軽に取り組めるスポーツとな るよう努力する。

（２）支柱高可変・移動式簡易型ネットボールゴール（４段階の支柱高：3.05ｍ，2.65ｍ,　2.25ｍ，
　　　1.85ｍ）が開発できたので、全国に広める。

（３）全国の公園や空き地の一角に、ネットボールラインが常時引かれてあり、さらに埋め込み式
　　　ゴールが立っているアスファルト路面のネットボールコートの設置を、全国の都道府県や市
　　　町村に働きかける。
　　　
（４）講演会やラジオ・テレビ等のマスコミでネットボールの世界を語るチャンスを頂き、多くの
　　　市民に認知してもらう。また、出前授業等の実技講習会を通して、ネットボールを積極的に
　　　広めていく。

３．今後の予定

（１）群馬県安中市文化センターに隣接する安中中央体育館で、毎週火曜日の18:00～21:00に、
　　　ネットボール教室を実施中です。初心者の方もお気軽においで下さい。

（２）安中中央体育館で、毎週日曜日の午前中（9：00～12：00）に、全日本チーム「つばき
　　　JAPAN」の練習会があります。ぜひ、練習への参加や応援においで下さい。

（３）9月7日～14日に、シンガポールで開催されるネットボールアジア選手権大会に、全日本
　　　チームが参加いたします。

（４）第16回全日本ネットボール選手権大会（女子）を、11月16日（日）に、安中総合体育館に
　　　て、開催いたします。是非、見学や応援においで下さい。

４．その他

（１）ネットボールに関する相談・質問等は、下記にお気軽に連絡ください。
　　　TEL・FAX　: ０２７－３８２－２８７１
　　　Ｅメール　：etchan7898@sky.sannet.ne.jp（多胡英子）

（２）ネットボールに必要な道具等も調達します。
　　　ゴール支柱、ネットボール、試合用ゼッケン（GS/GA/WA/C/WD/GD/GK）、シューズ

「ネットボールにかける夢」
日本ネットボール協会　理事（普及強化担当）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　全日本チーム監督　　多胡　英子



・イベント・モデル出演調整 スポンサー獲得支援

株式会社 はアスリートの活躍をサポートします！！

協力アスリート募集中！詳しくは へ

icostume・・・私たちは、日本ネットボールを愛する皆様を応援します。

祝　第３回全日本ミックスネットボール選手権大会
icostume

私たちは香港発の新進気鋭のデザイ
ナーによるメンズ・アパレル・ブランド
です。また日本を始め欧米のメンズ・イ
ンポート・アパレルのセレクトショップ
を展開しております。

ティモシー・ソー

icostume・aretail shop Japanese & overseas imported fashion items + in・house designed products, tailor-made suits and clothing

Shop 10, 1/F The Apple Mall        14 King’s Road     Tin Hau     HONG KONG
+852 2563 3663 www.facebook.com/icostumeshop

ネットボール応援しています！
谷本賢一郎 テレ
「フックブックロー」にレギュラー出演中！

（株）Mai ミュージック 代表取締役 浅井則顕
〒３７９－０１３５ 群馬県安中市郷原１９５－４
℡０２７－３８６－９０４０ ０９０－３１４９－９２４４
http://maimusic.net

日本のネットボールを愛する皆様を応援します！

祝 ! 第三回全日本ミックスネットボール選手権大会

ＡＤＶＡＮＣＥＤ ＧＲＯＵＰ

わたしたちは香港をプラットフォームに展開するグローバル・
トレーダーです。

近年、ネットボールを始めプレミア・スポーツ用品の調達やチ
ーム・オーダー等、広く積極的に取り組んでおります。

☆英国ＫＵＫＲＩ社日本地区リージョナル・パートナー

☆香港icostume社極東・日本地区エージェント

アドバンス・グループ・リミテッド

ご連絡先：アドバンス　プレミア・スポーツ　ユニット

http://advanceghk.wix.com/advanced-group

SF. TST-Center, No.66 Mody RD, TST-EAST, Kowloon, Hong Kong

多胡先生



日本ネットボール協会では、学校・団体・各種イベント等で
ネットボール教室を開催するお手伝いを致します。

第3回全日本ミックスネットボール選手権大会に
ご来場いただきました皆様、大会開催にご尽力いただきました皆様

および選手の皆様に、心より感謝申し上げます。 

日本ネットボール協会（JNA）からのお知らせ

●9th Asian Netball Championships in Singapore

アジアネットボール選手権大会出場決定

開催地 シンガポール
期 間 ２０１４年９月７日～１４日

（日本選手団９月５日出発・１６日帰国）
つばきJAPANへのご声援をどうぞよろしくお願い致します。

●2014年11月16 日（日）　第16回全日本ネットボール選手権大会開催

群馬県安中市総合体育館にて行います。
多数の皆様のご参加およびご声援を、どうぞよろしくお願い致します。

●ネットボール審判講習会・指導者講習会・体験会、随時開催

開催ご希望の方は下記の日本ネットボール協会事務局までお問い合わせください。

詳しくは、下記の日本ネットボール協会公式ＨＰ・協会公式 Facebook をご覧ください。

＜お問い合わせ＞

日本ネットボール協会（JNA）事務局
〒108-8477 東京都港区港南 4-5-7
東京海洋大学品川キャンパス 5 号館 107
TEL ：090-9373-2582
E-mail：info@netball.jp　
協会公式ＨＰ：https://www.netball.jp/
協会公式 Facebook：https://www.facebook.com/jna.netball


