令和３年１１月１日
関係各位
（公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会
代表 辻村
克

「Ｕ―１２ Ｈｏｃｋｅｙ Ｄｒｅａｍ Ｃａｍｐ」協賛協力依頼について

晩秋の候、貴台におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、今年度で第４回となります「Ｕ－１２ Ｈｏｃｋｅｙ Ｄｒｅａｍ Ｃａｍｐ（以下、Ｕ-１２キャン
プという）」を下記のとおり開催したします。
本事業は、日本ホッケー協会普及委員会とスポ少部会の主催事業として実施するもので、少子化やスポー
ツ離れなどにより団員不足が課題になっている昨今、さらに子どもたちが夢を持ってホッケーに打ち込める
環境づくりを目指そうと開催するものです。
将来的には、日の丸を背負い世界のチームと戦うチャレンジカップの開催を目指したいと考えますが、ま
ずは、全国の優れた技量をもった団員が結集し、今後の夢を語り合い、技量、知識を高めあう機会にしたい
と考えます。また、実績を残していくことで、目標とする世界チームとの対戦などについて実現を目指して
まいりたいと考えます。
つきましては、是非とも趣旨にご賛同いただきご協賛をよろしくお願いいたします。
記
１ Ｕ-１２キャンプ事業
(1)３月キャンプ
主 催 （公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会、日本ホッケー協会普及委員会
日 時 令和４年３月５日（土）６日（日）
会 場 グリーンランドみずほホッケーグラウンド（トレーニング、試合会場）
京都トレーニングセンター（トレーニング、研修会場）
宿 泊 京都トレーニングセンター（スポーツ合宿施設）
参加対象 １２歳以下の小学生で今後もホッケー選手として志を持って活動を行う者であって、各ブ
ロック選考会を経て選出された者。120人が参加予定。
(2)ブロック選手選考会
別紙、一覧のとおり各ブロックにおいて選手選考会を開催する。
２ 協賛について（別紙協賛募集要項をご覧ください)
(1)団体、企業協賛
①Ｔシャツ協賛 一口２０，０００円 もしくは 物品協賛（２万円程度）
(2)特記事項
協賛金は、事業実施のための運営費（Ｕ１２Ｔシャツ制作費等）として使用し、余剰分が発生した
場合には次年度に繰り越しいたします。
事業を中止する際は、ブロック選考会により選考した１２０名に対してＴシャツを贈呈するものと
し、贈呈の様子を撮影して公式Facebook等で周知を行います。
３ 事務局
（公社）日本ホッケー協会スポ少部会Ｕ－１２キャンプ事務局
ﾒｰﾙ: u_12hockey@yahoo.co.jp
委員：山本和樹(山口県KUGA)、田中孝昌（山口県KUGA）、冨田恭平（広島）、奥田真史(奈良)、
岡花宏明（兵庫）、川原篤（香川）、山内秀文(京都)、山下彰子（富山）、
多氣洋平（東京)、菊池玲子（茨城）、事務局小原直也(京都)

2021年度 U－12 Hockey Dream Camp
協賛募集要項
（公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会
１ 趣旨について
本協賛募集要項に基づき、Ｕ１２ホッケードリームキャンプ事業（３月キャンプ、ブロック選考
会）に対する協賛金を、広く募集いたします。
２ Ｕ－１２キャンプの概要
別紙、開催要項並びにブロック選考会開催計画一覧のとおり
３ 協賛内容
団体、個人（Ｔシャツ協賛）
一口２０，０００円、もしくは、物品協賛(２万円程度)
キャンプ参加者向けに制作するＴシャツに縦２ｃｍ程度×横５ｃｍ程度のロゴ（バナー）を掲
載します。
４ 協賛手続き
（１）別紙申込書により担当までご提出ください。最終締め切りを１２月９日（木）午後５時とし
ます。
（２）申込書ご提出後の手続きは、①協賛金ご請求書の送付、②協賛金の納付、③広告原稿のご提
出、④協賛金領収書の送付、⑤広告校正原稿の確認（校了確認）、⑥必要に応じて諸連絡を
随時という流れになります。
（３）ロゴデザインは、手書きワード形式などでイメージをご提出いただくか、完成されたロゴが
ありましたらイラストレーターデータもしくはＰＤＦデータでご提出ください。
デザインのやり取りについては、別途ご連絡いたします。
５ 注意事項
（１）本事業は、新型コロナウイルス感染拡大、荒天、路面凍結、地震、風水害、事故等の不足の
事態が発生したときは、やむを得ず中止することがあります。この場合にあっても受領した
協賛金は返金いたしかねますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。
（２）協賛金は、事業実施のための運営費（Ｕ１２Ｔシャツ制作費等）として使用し、余剰分が発
生した場合には次年度に繰り越しいたします。なお、ブロック選考会を開催した場合で、３
月のキャンプを中止した場合は、ブロック選考会を経て選考された１２０名の選手に対して
協賛ロゴが入ったＵ１２Ｔシャツを配布するとともに、選手がＵ１２Ｔシャツを着てＵ１２
活動のＰＲを行います。
（３）協賛金を振り込みにてお支払いいただく場合は、振込み手数料を別途ご負担ください。
（４）以下に掲げるところに該当する協賛及び大会趣旨にそぐわないと主催者が判断する協賛は、
お断りすることがあります。
①政治性及び宗教性のあるもの。
②青少年の健全育成にそぐわないもの。
６ 事務局
（公社）日本ホッケー協会スポ少部会 Ｕ－１２キャンプ実行委員会 事務局 小原直也
代表ﾒｰﾙ: u_12hockey@yahoo.co.jp
FAX：0771-86-1281
委員：山本和樹(山口県KUGA)、田中孝昌（山口県KUGA）、冨田恭平（広島）、奥田真史(奈良)、
岡花宏明（兵庫）、川原篤（香川）、山内秀文(京都)、山下彰子（富山）、
多氣洋平（東京)、菊池玲子（茨城）、事務局小原直也(京都)

資料
（公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会主催
Ｕ－１２ Ｈｏｃｋｅｙ Ｄｒｅａｍ Ｃａｍｐ2022 開催要項
１ 目 的 小学生に夢を与え、将来、国際的に活躍できる選手を発掘・育成することを目指すと共に、各地
域における小学生世代の交流とホッケー競技の普及と競技人口の拡大を目的として、「Ｕ－１２
Ｈｏｃｋｅｙ Ｄｒｅａｍ Ｃａｍｐ（以下、「Ｕ－１２キャンプ」という）」を実施する。
２ 理 念 本事業では、参加するすべての選手のスキルアップを図ることはもとより、ホッケーを通じての
人間力の醸成を促し、代表として参加した選手が地元ブロック、府県での模範となることで全団
員への意識向上を図る。また、指導者においても、日本ユニセフ協会が提唱する「子どもの権利
とスポーツの原則」の実現と、スポーツ庁が掲げる「グッドコーチに向けた７つの提言」のさら
なる推進を図るため、現代のホッケーにふさわしい指導技術や自立したプレーヤー育成のための
技術習得の場として多くの意見交流を行うなど、本事業の実践を通して、より良い環境づくりに
努める。
３ 主 催 （公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会、日本ホッケー協会普及委員会
４ 主 管 （公社）日本ホッケー協会スポーツ少年団部会Ｕ－１２キャンプ実行委員会
５ 日 時 令和４年３月５日（土）６日（日）
７ 会 場 グリーンランドみずほホッケーグラウンド（トレーニング、試合会場）
京都トレーニングセンター（トレーニング、研修会場）
※雨天時は、ホッケーグラウンド横の屋根付き多目的グラウンドでフィジカル中心のトレーニン
グを行う。
８ 宿 泊 京都トレーニングセンター（スポーツ合宿施設）
宿泊先は、京都トレーニングセンター（平成28年オープンした京都府立のトレーニング施設兼宿
泊施設。京都府立丹波自然運動公園内にある。グリーンランドみずほホッケーグラウンドまでは
車で7分。
９ 参 加 対 象 １２歳以下の小学生で今後もホッケー選手として志を持って活動を行う者であって、各ブロック
選考会を経て選出された者。また、スポーツ安全保険もしくは、同等以上の条件で傷害保険に加
入している者。※本事業は普及事業としても位置づけていることから、スポ少登録、日本ホッケ
ー協会登録の有無を問わないこととするが、選手が所属するチームが未登録チームの場合には、
将来的にスポ少登録並びに日本ホッケー協会登録を目指すものであること。
10 ブロック選考基準
技能やリーダーシップなど優れた技量を持つ選手や、志を持ち将来性豊かな選手について選考す
ることとし、ブロック内で複数の選考委員により選考する。
選考基準は、次のとおりとし、すべての事項を勘案し選考を行う。
①何かキラっと光るものを持っていること、②リーダー性があり将来性が感じられること、③気
力が充実していて小学生らしく元気があること、④試合に取り組む姿勢・態度が立派であるこ
と、⑤ホッケーの技能が優れていること。
ブロック毎の選考最大人数については、別表のとおりとする。
11 実施方法及び申し込み方法
別紙「スケジュール」のとおり
12 参加料 選手一人あたり4,000円
※大会運営費の一部負担、宿泊費を含む
※引率責任者、引率者の方にあっては、宿泊料実費分をご負担いただきます。
参考）宿泊費 選手一人あたり 1泊2食付き2,230円（内訳 宿泊610円、夕食代1,100円、朝食代520円）
大人一人あたり 1 泊 2 食付き 4,820 円（内訳 宿泊 2,950 円、夕食代 1,210 円、朝食代 660 円）

13 内 容 5日（土）、午後1時開会、6日（日）正午終了予定。※会場は午後5時まで開放。
フィジカルトレーニング、スキルトレーニング、交流試合、ルール研修、交流イベント等を実施。
Ｕ－１２キャンプにおいて優秀選手として男女別にベスト１８を選考し、後日発表する。
時 間
５日午後 1時00分

内 容
開 会

備 考

※会場は午前9時から開放

午後 1時15分

ウォーミングアップ、フィジカルトレーニング
講師 調整中

午後 2時15分

元日本代表選手によるホッケースクール
講師 調整中

午後 4時00分

U-12カップ（試合）

午後 5時30分

試合終了 ※京都トレーニングセンターに移動

午後 6時00分

食事、入浴など

午後 7時30分

日本代表体験記「目指せ日本代表(仮称)」
講師 調整中

午後 8時50分

初日の行程終了
※午後9時から研修室にて引率責任者、事務局会議を開催します。

午後 9時30分
６日午前 6時45分

消灯
起床、体操

午前 7時00分

朝食

午前 8時00分

ホッケー場に移動

午前 8時20分

ウォーミングアップ、フィジカルトレーニング

午前 9時00分

U-12カップ（試合）

午前11時40分

閉会式

正午

キャンプ終了

※会場は午後5時まで開放

14 保 険 本事業実施にあたり、傷害保険に加入します。事業実施中の怪我については、応急処置と保険の範囲内で
対応し、それ以外の責においては負わない。
15 中止判断 【新型コロナウイルス感染拡大に関する対応】
新型コロナウイルス感染拡大の状況を鑑み、令和３年１２月２０日を期限として３月キャンプの実施
について判断する。
【悪天候等による中止の対応】
雨天等の場合にも屋根付き多目的広場等を使って実施するが、悪天候により交通状況に支障があるな
どやむを得ず事業を中止する場合は、前々日３月３日（木）正午に判断する。
【中止の場合の連絡方法】
各ブロック担当者あてメールにて通知を行うほか、スポーツ少年団部会ホームページにより中止の旨
の掲載を行う。
16 新型コロナウイルス感染防止対策
① キャンプ参加者全員に対し、キャンプ前２週間における体調チェック（検温等）を実施し、キャン
プ当日にチェック表の提出を求める。
② 参加者本人の体調が良くない場合（平熱以上の熱がある場合など）、家族、地域、学校、職場で感
染が疑わしい事例が発生した場合は参加を認めない。
③ 移動行程報告書により会場の行き帰り時の立ち寄り場所などを把握するとともに、極力、立ち寄り
を控える。
④ キャンプ当日は、施設及び物品等の消毒を徹底する。
⑤ 新型コロナウイルス対策、体調チェック表、移動行程報告書は、別途、参加者が確定した後に該当
者に通知する。

17 事務局 （公社）日本ホッケー協会スポ少部会 Ｕ－１２キャンプ事務局
担当 小原直也（瑞穂ホッケースポ少指導者）
ﾒｰﾙ:

u_12hockey@yahoo.co.jp

（実行委員：山本和樹(山口県KUGA)、田中孝昌（山口県KUGA）、冨田恭平（広島）、奥田真史(奈良)、岡花宏明（兵庫）、
川原篤（香川）、山内秀文(京都丹波)、小原直也(京都瑞穂)）

2021年度Ｕ１２ホッケードリームキャンプ

ブロック選考会事務局一覧

ブロック選考定数

15人

ブロック選考会参加人数（見込み）

50人

時期

11月20日まで

北海道

会場

各県により開催

東北

手法（単独開催、既存大会を活用など）

本年は大会が中止の為、各県と連携し独自開催とする

ブロック選考会参加予定人数

計50人

ブロック選考結果、発表時期

11月下旬

選考人数

選考会

備考
選考人数

関東
選考会

ブロック選考定数

12名

ブロック選考会参加人数（見込み）

37名

時期

12月11日(土)

会場

栃木県

手法（単独開催、既存大会を活用など）

単独開催（独自選考方法）

ブロック選考会参加予定人数

37名

ブロック選考結果、発表時期

選考会当日

県営ホッケー場

備考
選考人数

東海
選考会

ブロック選考定数

15名

ブロック選考会参加人数（見込み）

50名

時期

12月初旬（日程調整中）

会場

川崎重工ホッケースタジアム

手法（単独開催、既存大会を活用など）

単独開催

ブロック選考会参加予定人数

50人

ブロック選考結果、発表時期

12月初旬

東海ブロック選手選考会

備考
選考人数

北信越
選考会

ブロック選考定数

24名

ブロック選考会参加人数（見込み）

36名（福井県）、11名（富山県）

時期

11/11（木）福井県、11/13（土）富山県

会場

福井県立ホッケー場、小矢部ホッケー場

手法（単独開催、既存大会を活用など）

単独開催

ブロック選考会参加予定人数

47名（福井県36名、富山県11名）

ブロック選考結果、発表時期

11/27（土）

備考
選考人数

関西
選考会

ブロック選考定数

22人

ブロック選考会参加人数（見込み）

60人

時期

11月13日(土)

会場

米原市伊吹第1グラウンド（Ｓ人工芝）

手法（単独開催、既存大会を活用など）

単独開催

ブロック選考会参加予定人数

60人

ブロック選考結果、発表時期

12月上旬

関西ブロック選手選考会

備考
ブロック選考定数

22人

ブロック選考会参加人数（見込み）

50人

時期

12月12日(日)

中国

会場

広島広域公園ホッケー場

四国

手法（単独開催、既存大会を活用など）

単独開催

ブロック選考会参加予定人数

50人

ブロック選考結果、発表時期

12月20日

選考人数

選考会

中四国ブロック選考会

備考
選考人数

九州
選考会

ブロック選考定数

10人

ブロック選考会参加人数（見込み）

40人

時期

11月27日（土）28日（日）

会場

樋脇屋外人工芝競技場（鹿児島県）

手法（単独開催、既存大会を活用など）

夢見るジュニアホッケー教室同時開催

ブロック選考会参加予定人数

40人

ブロック選考結果、発表時期

11月28日（日）

備考

