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1.現状把握

① 日本ハンドボール協会の専門委員会として組織し、
普及、育成、強化を実施

② ４年に１度のアジアビーチゲームズへの選手派遣

③ ２年に１度のアジアビーチハンドボール選手権へ
の選手派遣

④ 全日本ビーチハンドボール選手権大会を運営

⑤ ビーチハンドボール講習会を実施

⑥ ビーチハンドボール日本代表選手選考会を実施

⑦ 2019年10月現在日本協会の登録システム上、
ビーチ登録人数は、１４８名である。実際には把
握できている国内大会への参加人数は１８００名
超存在し、隠れた競技人数が存在している



2.直面している課題

男子は2001年第１回世界選手権、女子は2010年
第５回世界選手権以来世界の舞台で戦えていない
・愛好家の中からの選抜による人材不足

（今年は公募による選考会により選考）
・アジア各国の選手強化

（インドア以上に力を入れている国が多い）

世界から遅れを取り始めている
期間 回数 大会名 参加数 優勝 日本 参加数 優勝 日本
2001/8/23～25 第１回 ビーチハンドボール世界選手権 6 ベラルーシ 5位 6 ウクライナ 4位
2004/11/26～30 第２回 ビーチハンドボール世界選手権 9 エジプト 8 ロシア 7位
2005/7/21～23 第７回 ワールドゲームズ2005 8 ロシア 8 ブラジル 8位
2006/11/13～20 第３回 ビーチハンドボール世界選手権 10 ブラジル 10 ブラジル
2008/7/9～13 第４回 ビーチハンドボール世界選手権 12 クロアチア 12 クロアチア
2009/7/18～20 第８回 ワールドゲームズ2009 8 ブラジル 8 イタリア 7位
2010/6/22～27 第５回 ビーチハンドボール世界選手権 12 ブラジル 12 ノルウェー 10位
2012/7/8～13 第６回 ビーチハンドボール世界選手権 12 ブラジル 12 ブラジル
2013/7/25～8/5 第９回 ワールドゲームズ2013 8 ブラジル 8 ブラジル
2014/7/22～27 第７回 ビーチハンドボール世界選手権 12 ブラジル 12 ブラジル
2016/7/12～17 第８回 ビーチハンドボール世界選手権 12 クロアチア 12 スペイン
2017/7/11～7/30 第１回 U-17ビーチハンドボール世界選手権 15 スペイン 14 ハンガリー
2017/7/26～29 第１０回 ワールドゲームズ2017 8 ブラジル 8 ブラジル
2018/7/24～29 第９回 ビーチハンドボール世界選手権 16 ブラジル 16 ギリシャ
2018/10/1～12 第１回 2018夏季ユースオリンピック 12 スペイン 12 アルゼンチン
2019/10/12～16 第１回 ワールドビーチゲームズ

男子 女子



2.直面している課題

公認審判不在で、それぞれオリジナルルール
のレクリエーション大会が多い。
茨城は国体デモンストレーション競技に向け
て２年前から審判講習を実施した。

日付 開催地 内容 形式 参加人数

4/６,７ 千葉 日本代表選考会 選考会 41

5/18,19 愛知 第９回東海ビーチハンドボールフェスタ 競技 66

6/1,2 千葉 日本代表合宿 合宿 23

6/15～24 中国 第７回アジアビーチハンドボール選手権 国際大会 20

7/20,21 愛知 第２１回全日本ビーチハンドボール選手権 競技 100

7/20 愛知 2019年度ビーチ専門委員会 会議 -

7/28 青森 第２０回県ビーチハンド兼東北大会 レクリエーション 150

8/3,4 千葉 第２３回ビーチハンドフェスタ富浦さざ波大会 競技 177

8/10,11 茨城 天王崎ビーチハンドボールフェスタ２０１９ レクリエーション 180

8/17,18 宮崎 第９回ビーチハンドボールフェスタ in Aoshima レクリエーション 140

8/24 茨城 審判・オフィシャル講習会 講習会 -

8/25 茨城 国体デモンストレーション競技 競技 191

9/23 和歌山 和歌山県ビーチハンドボール大会２０１９ レクリエーション 216

２０１９年度活動実績



2.直面している課題

世界規模の大会が増加しつつあり、
2018年ブエノスアイレスで開かれた
ユースオリンピックではビーチハンド
ボールが採用され人気となった。
アジアでも毎年大会が開催されている。

期間 回数 大会名 開催地

2019年 第２回 アジアユースビーチハンドボール選手権 インドネシア（ジャカルタ）

2020年4月 ー アジアビーチゲームズプレ大会 中国（三亜）

2020/6/30～7/5 第１０回 ビーチハンドボール世界選手権 イタリア（モンテシルバーノ）

2020/11/26～12/5 第６回 アジアビーチゲームズ 中国（三亜）

2021年7/15～25 第１１回 ワールドゲームズ アメリカ（バーミングハム）

2022年 第４回 ユースオリンピック セネガル（ダカール）

2022年 第１１回 ビーチハンドボール世界選手権 未定

2024年7/26～8/11 第３３回 オリンピック フランス（パリ）

今後の大会スケジュール

2019年1月1日朝日新聞より抜粋



3.目標

近い将来、オリンピック種目となることが濃厚であ
り、日本もビーチハンドボールへの早期強化が必要
である。国際大会への参加機会を増やし強化すると
ともに、国内各地のビーチハンドボール大会を管理
することで、隠れた人材の発掘・育成・強化をする。
また、審判や大会運営スタッフの育成も急務である。
全日本ビーチハンドボール選手権においては、審判、
TDを委員会メンバーで対応できているが、他地域の
大会では、ルールが曖昧の中審判を行っているとこ
ろもある。

オリンピックでのメダル獲得



4.今後のスケジュール

2020年11月26日～12月5日

アジアビーチゲームズ大会出場

2020年7月24日～8月9日

東京オリンピックにてPR

2020年4月

アジアビーチゲームズプレ大会出場

2020年3月13日～15日

日本リーグプレーオフにてＰＲ

2019年11月30日～12月15日

熊本世界選手権にてＰＲ

熊本世界選手権、日本リーグ
プレーオフ、東京オリンピッ
クにおいてはブースを設けて
ビーチハンドボールの活動を
PRし更なる競技者の獲得を図
る

積極的にアジアでの国際大会
へエントリーし、代表の競技
レベルの向上を目指す

ホームページ、Facebook、
Twitter、Instagramにおいて
は随時情報発信を行う



5.ビーチハンドボールへの想い

23年前に本間誠章氏を中心に千葉で日本のビーチハ
ンドボールの歴史が始まり、次いで青森、神戸、愛
知、宮崎、沖縄、和歌山、茨城と全国各地で大会が
開催されるようになるとビーチハンドボールに興味
を持つ選手が増え始めました。昨年愛知県碧南市に
オープンしたビーチコートで年間を通して練習をし
ている愛知勢のチームが国内大会の上位を占めるよ
うになりました。

現在では、中東、中国が一歩リード、次いで強化に
力を入れ始めたベトナム、タイ、チャイニーズタイ
ペイが力の差を出し始め、フィリピンも今年ハンガ
リーへ合宿をし、今まで参加のなかった韓国もアジ
ア大会を視察するなどビーチハンドボールの注目度
は高まっています。
日本だけ取り残されることのないように、組織作り、
環境作りを再考するタイミグであると考えます。



ご清聴ありがとうございました
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世界

アジア

国内

その他

●ユースオリンピック
（アルゼンチン・ブエノスアイレス）

●東京オリンピック
（プロモーション）

●アジアビーチハンドボール選手権
（中国・威海）

●ユースオリンピック予選？

全日本ビーチハンドボール選手権大会、
他各地区で大会開催

代表候補合宿の実施

●第6回アジアビーチゲームズ
（中国・三亜）

●女子熊本世界選手権
（プロモーション）

●パリオリンピック

●パリオリンピック予選？

●ユースオリンピック

日本選手権、日本リーグ等でプロモーション活動を実施

●ビーチハンドボール世界選手権
（ロシア・カザン）

●茨城国体デモンストレーション競技

●第5回アジアビーチゲームズ
（ベトナム・ダナン）

●ビーチハンドボール世界選手権
（イタリア・モンテシルバーノ）

●ワールドビーチゲームズ
（カタール・ドーハ）



期間 規模 回数 大会名 開催地 参加数 １位 ２位 ３位 日本 参加数 １位 ２位 ３位 日本
2000/7/10～13 ヨーロッパ 第１回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 イタリア（ガエータ） 8 ベラルーシ スペイン ウクライナ 8 ウクライナ ドイツ ロシア
2001/8/23～25 世界 第１回 ビーチハンドボール世界選手権兼ワールドゲームズ2001 日本（秋田） 6 ベラルーシ スペイン ブラジル 5位 6 ウクライナ ドイツ ブラジル 4位
2002/7/16～21 ヨーロッパ 第２回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 スペイン（カディス） 16 スペイン ロシア ベラルーシ 16 ロシア トルコ ユーゴスラビア
2004/7/13～18 ヨーロッパ 第３回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 トルコ（アランヤ） 15 ロシア ドイツ トルコ 14 ロシア クロアチア ドイツ
2004/7/26 アジア 第１回 女子アジアビーチハンドボール選手権 日本（千葉） 2 日本 香港 1位
2004/11/26～30 世界 第２回 ビーチハンドボール世界選手権 エジプト(フルガタ) 9 エジプト トルコ ロシア 8 ロシア トルコ イタリア 7位
2004年 アジア 第１回 男子アジアビーチハンドボール選手権 オマーン（マスカット） 4 オマーン バーレーン パキスタン
2005/7/21～23 世界 第７回 ワールドゲームズ2005 ドイツ（デュイスブルグ） 8 ロシア スペイン クロアチア 8 ブラジル ハンガリー トルコ 8位
2006/7/11～16 ヨーロッパ 第４回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 ドイツ（クックスハーフェン） 16 スペイン ハンガリー トルコ 20 ドイツ ロシア クロアチア
2006/11/13～20 世界 第３回 ビーチハンドボール世界選手権 ブラジル（リオデジャネイロ） 10 ブラジル トルコ スペイン 10 ブラジル ドイツ ロシア
2007/6/25～30 アジア 第２回 男子アジアビーチハンドボール選手権 イラン（バンダレアッバーズ） 3 パキスタン イラン 日本 3位
2007/7/10～15 ヨーロッパ 第５回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 イタリア（ミザーノ・アドリアーティコ） 18 ロシア クロアチア ハンガリー 18 クロアチア ドイツ ノルウェー
2008/7/9～13 世界 第４回 ビーチハンドボール世界選手権 スペイン（カディス） 12 クロアチア ブラジル セルビア 12 クロアチア スペイン ブラジル
2008/10/18～25 アジア 第１回 アジアビーチゲームズ インドネシア（バリ） 8 パキスタン クウェート タイ 7位 9 中国 タイ チャイニーズタイペイ 6位
2009/6/23～28 ヨーロッパ 第６回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 ノルウェー（ラルヴィク） 12 クロアチア ロシア ハンガリー 11 イタリア ノルウェー クロアチア
2009/7/18～20 世界 第８回 ワールドゲームズ2009 チャイニーズタイペイ（高雄市） 8 ブラジル ハンガリー クロアチア 8 イタリア クロアチア ブラジル 7位
2010/6/22～27 世界 第５回 ビーチハンドボール世界選手権 トルコ（アンタルヤ） 12 ブラジル ハンガリー トルコ 12 ノルウェー デンマーク ブラジル 10位
2010/12/9～16 アジア 第２回 アジアビーチゲームズ オマーン（マスカット） 11 クウェート パキスタン タイ 11位 5 中国 タイ ベトナム 4位
2011/7/4～9 ヨーロッパ 第７回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 クロアチア（ウマグ） 15 クロアチア ロシア スペイン 14 クロアチア デンマーク イタリア
2011/10/1～10 アジア 第３回 男子アジアビーチハンドボール選手権 オマーン（マスカット） 5 カタール オマーン クウェート
2012/6/16～22 アジア 第３回 アジアビーチゲームズ 中国（海陽） 14 カタール バーレン パキスタン 7位 10 中国 チャイニーズタイペイ ベトナム 5位
2012/7/8～13 世界 第６回 ビーチハンドボール世界選手権 オマーン（アル・ムサンナア） 12 ブラジル ウクライナ クロアチア 12 ブラジル デンマーク ノルウェー
2013/5/8～16 アジア 第４回 男子アジアビーチハンドボール選手権 香港 6 カタール オマーン バーレーン
2013/5/8～16 アジア 第２回 女子アジアビーチハンドボール選手権 香港 6 タイ チャイニーズタイペイ 中国
2013/7/9～14 ヨーロッパ 第８回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 デンマーク（ラナース） 13 クロアチア ロシア デンマーク 13 ハンガリー デンマーク ノルウェー
2013/7/25～8/5 世界 第９回 ワールドゲームズ2013 コロンビア（カリ） 8 ブラジル ロシア クロアチア 8 ブラジル ハンガリー ノルウェー
2014/7/22～27 世界 第７回 ビーチハンドボール世界選手権 ブラジル（レシフェ） 12 ブラジル クロアチア カタール 12 ブラジル ハンガリー ノルウェー
2014/11/15～22 アジア 第４回 アジアビーチゲームズ タイ（プーケット） 11 カタール オマーン パキスタン 6位 10 タイ チャイニーズタイペイ ベトナム 5位
2015/5/1～7 アジア 第５回 男子アジアビーチハンドボール選手権 オマーン（マスカット） 6 カタール オマーン バーレーン
2015/5/1～7 アジア 第３回 女子アジアビーチハンドボール選手権 オマーン（マスカット） 5 タイ チャイニーズタイペイ ベトナム
2015/6/30～7/5 ヨーロッパ 第９回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 スペイン（リュレッド・ダ・マール） 12 クロアチア スペイン ウクライナ 14 ハンガリー ノルウェー イタリア
2016/7/12～17 世界 第８回 ビーチハンドボール世界選手権 ハンガリー（ブダペスト） 12 クロアチア ブラジル カタール 12 スペイン ブラジル ノルウェー
2016/8/10～16 アジア 第１回 アジアユースビーチハンドボール選手権 タイ 5 タイ チャイニーズタイペイ パキスタン 4 中国 タイ チャイニーズタイペイ
2016/9/25～10/2 アジア 第５回 アジアビーチゲームズ ベトナム（ダナン） 11 カタール オマーン パキスタン 6位 9 ベトナム 中国 タイ 7位
2017/6/20～25 ヨーロッパ 第１０回 ヨーロッパビーチハンドボール選手権 クロアチア（ザグレブ） 14 スペイン ロシア クロアチア 15 ノルウェー ポーランド スペイン
2017/5/8～15 アジア 第６回 男子アジアビーチハンドボール選手権 タイ（パタヤ） 9 カタール オマーン イラン
2017/5/8～15 アジア 第４回 女子アジアビーチハンドボール選手権 タイ（パタヤ） 4 タイ ベトナム チャイニーズタイペイ
2017/7/11～7/30 世界 第１回 U-17ビーチハンドボール世界選手権 モーリシャス 15 スペイン イタリア アルゼンチン 14 ハンガリー オランダ アルゼンチン
2017/7/26～29 世界 第１０回 ワールドゲームズ2017 ポーランド（ヴロツワフ） 8 ブラジル クロアチア カタール 8 ブラジル アルゼンチン スペイン
2017/11/3～6 アジア 第１回 東南アジアビーチハンドボール選手権 フィリピン（ドゥマゲテ） 3 ベトナム タイ フィリピン 3 ベトナム タイ フィリピン
2018/4/27～29 フィリピン 第１回 フィリピンビーチゲームズ フィリピン（リンガエン） 4 Metro Baras Antipolo 3 KUNOICHI Metro St. Clare 1位
2018/7/24～29 世界 第９回 ビーチハンドボール世界選手権 ロシア（カザン） 16 ブラジル クロアチア ハンガリー 16 ギリシャ ノルウェー ブラジル
2018/10/1～12 世界 第１回 2018夏季ユースオリンピック アルゼンチン（ブエノスアイレス） 12 スペイン ポルトガル アルゼンチン 12 アルゼンチン クロアチア ハンガリー
2018/11/30～12/3 アジア 第１回 2018年香港国際カップビーチハンドボールトーナメント 台湾（高雄） 4 チャイニーズタイペイA チャイニーズタイペイB 香港 6 チャイニーズタイペイB ベトナム チャイニーズタイペイA 4位
2019/6/15～22 アジア 第７回 アジアビーチハンドボール選手権 中国（ウェイハイ） 12 カタール オマーン イラン 10位 6 中国 ベトナム チャイニーズタイペイ 6位
2019/10/12～16 世界 第１回 ワールドビーチゲームズ カタール（ドーハ） 12 ブラジル スペイン スウェーデン 12 デンマーク ハンガリー ブラジル
2019/11/19～11/24 アジア 第２回 2019年香港国際カップビーチハンドボールトーナメント 台湾（高雄）
2019年未定 アジア 第２回 アジアユースビーチハンドボール選手権 インドネシア（ジャカルタ）
2020年4月 アジア ー アジアビーチゲームズプレ大会 中国（三亜）
2020/6/30～7/5 世界 第１０回 ビーチハンドボール世界選手権 イタリア(モンテシルバーノ)
2020/11/28～12/6 アジア 第６回 アジアビーチゲームズ 中国（三亜）
2021/6/1～6/10 アジア 第８回 アジアビーチハンドボール選手権 未定
2021年未定 世界 第１１回 ワールドゲームズ アメリカ（バーミングハム）

男子 女子



平成29年度
開催日 開催地 大会名 形式 チーム 人数
6/24・25 愛知県 第7回東海ビーチハンドボールフェスタ 競技 7 61
7/29・30 神奈川県 YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2017 レクリエーション 65 500
7/30 青森県 第18回県ビーチハンド兼東北大会 レクリエーション 19 170
8/5・6 千葉県 第21回ビーチハンドフェスタ富浦さざ波大会 競技 23 210

8/11・12 茨城県 天王崎ビーチハンドボールフェスタ レクリエーション 29 250
8/26・27 兵庫県 第19回全日本ビーチハンドボール選手権大会 競技 12 115
8/26・27 茨城県 「国体デモスポ開催記念」第２回行方ビーチハンド大会 レクリエーション 14 120
8/26・27 宮崎県 第7回ビーチハンドボールフェスタ　in　Aoshima レクリエーション 15 131
9/18 和歌山県 和歌山県ビーチハンドボール大会 レクリエーション 28 200

平成30年度
開催日 開催地 大会名 形式 チーム 人数

7/7 愛知県 第8回東海ビーチハンドボールフェスタ 競技 8 66
7/29 神奈川県 YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2018 レクリエーション 34 340
7/29 青森県 第19回県ビーチハンド兼東北大会 レクリエーション 14 150
8/4・5 千葉県 第22回ビーチハンドフェスタ富浦さざ波大会 競技 24 244

8/11・12 茨城県 天王崎ビーチハンドボールフェスタ レクリエーション 25 215
8/18・19 宮崎県 第8回ビーチハンドボールフェスタ　in　Aoshima レクリエーション
8/25・26 愛知県 第20回全日本ビーチハンドボール選手権大会 競技 10 103
8/26 茨城県 「国体デモスポ開催記念」第３回行方ビーチハンド大会 レクリエーション 18 180
9/16 和歌山県 和歌山県ビーチハンドボール大会 レクリエーション 18 115

平成31年度
開催日 開催地 大会名 形式 チーム 人数
5/18・19 愛知県 第9回東海ビーチハンドボール選手権大会 競技 7 66
7/20・21 愛知県 第21回全日本ビーチハンドボール選手権大会 競技 11 100
7/27・28 神奈川県 YOKOHAMAビーチスポーツフェスタ2019 レクリエーション 75 600
7/28 青森県 第20回県ビーチハンド兼東北大会 レクリエーション 14 150
8/3・4 千葉県 第23回ビーチハンドフェスタ富浦さざ波大会 競技 19 177

8/10・11 茨城県 天王崎ビーチハンドボールフェスタ レクリエーション 22 180
8/17・18 宮崎県 第9回ビーチハンドボールフェスタ　in　Aoshima レクリエーション 18 140
8/25 茨城県 国体デモンストレーション競技 競技 22 191
9/23 和歌山県 和歌山県ビーチハンドボール大会 レクリエーション 27 216


