
令和 3 年 4 月 14 日（水） 

新規審判取得希望者 及び 更新登録希望者各位 

宮崎県ハンドボール協会 

審判部長 岩崎 栄一  

 

令和 3 年度ルール伝達・審判研修会 および 審判新規登録・更新登録について 

 

「令和 3 年度ルール伝達・審判研修会」について 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、昨年度に引き続き紙面・映像での研修と致しま

す。つきましては、同ページ上の【2021 年（令和 3 年）度始め 審判研修会】の Google フォル

ダ内の資料及び映像視聴による講習・研修とします。このフォルダは 5 月末までしか視聴できま

せんので、必ず５月中の視聴をお願い致します。 

 

 参加対象者：①各チーム代表者 ②公認審判員（継続登録者および新規登録者） 

 フォルダ内資料 

       ①審判員研修映像資料（閲覧用）2021 【動画視聴 約 1 時間 40 分】 

       ②審判員の心得 10 箇条 【スライドショー形式】 

       ③コンタクトプレーを正しく見極める 【スライドショー形式】 

       ④研修課題 【スライドショー形式】 

 手帳への記載 

       ①期日：個人で閲覧された日付   ②講習名：審判研修会（閲覧） 

       ③主催者：宮崎県ハンドボール協会 ④講師：県審判長 岩崎栄一 

       ⑤場所：記載の必要はありません 

       ※押印については、大会等にて押印致します。各大会の審判長に申し出てください。 

 

研修内容については、新年度に向けたルール改正・解釈事項等の伝達および審判員の目標・確認

となっておりますので、必ずご視聴ください。なお、手帳への記載については、審判員の更新お

よび上級申請時に必要な確認事項にも成りますので、漏れの無いように記載・押印の手続きをお

願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「令和 3 年度審判新規登録・更新登録」について 

 

 2021 年度 4 月より、従来までの登録システムが大きく変更になりました。これまでは県協会の審判部で一

括して登録を行って参りましたが、今後は各自での登録、支払いとなります。添付資料を確認の上、

新会員システム【マイハンドボール】の登録手順に従っての登録をお願い致します。 

 

① 新会員システム「マイハンドボール」に登録され、「MH」から始まる 10 桁の ID 番号を必ず取得してくださ

い。これまで皆さんが持っておられた「Handballer.jp」での登録 ID は引き継がれません。全てが新規登録と

なります。大会も始まりますので、5 月 7 日（金）までには必ず登録をお願いします。 

 

② 新規Ｃ級、新規Ｄ級につきましては、これまで通り申請用紙が必要となります。こちらも 

   なお、Ｃ級取得希望の方は、別途筆記試験があります。試験日程については、後日連絡します。 

   日本協会ＨＰ【令和 2（2020）年度以降 公認Ｃ級審判員審査】を参照の上、準備をお願いします。 

   参考：2020 referee C shinsa.pdf(handball.or.jp) 

 

③ 登録料のお支払いについて（カード決済、コンビニ払い） 

 手順：「マイハンドボール」に登録 →本人画面より、会費のお支払いを選択 →チーム区分（審判新規・更新

登録・審判上級申請）を選択し登録する都道府県協会→宮崎県を選択 →自身の該当部分を選択 

 

その他（必ずお読みください） 

 〇 審判登録が無いと、公式戦の吹笛ができません。運営のためにもご理解とご協力を。 

 〇 登録 ID は 1 人 1 つです。チーム役員・選手等で登録される方は、ご注意ください。 

 〇 3/22 よりチーム登録、4/1 より審判員登録と随時開始されております。 

  「マイハンドボール」への登録手続きについて、別紙をお読み頂き、確実な登録を。 

 

 

以下のページに、 

場合を分けて（更新・新規・上級審査・終身審判）の申請の手順 

がありますので、参考にして登録をお勧めください。 

 

 

 

 

 

 

 



１）《更新》Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・終身・国際審判員として、更新登録をされる方々 

 ①申請者 マイハンドボールにログインする （https://handball.sportscom.jp） 

            ログインできない方は、「マイハンドボールへの会員登録」を行ってください。 

      すでに チーム関係者等 で ID を取得している可能性もあります。 

 ②申請者 年度更新料を入金する 

     「審判登録のお支払いについて」を確認ください。 

     クレジットカードまたはコンビニ支払いが可能です。 

③都道府県（宮崎県）審判委員会 

     申請承認および入金確認を行います。 

④    マイハンドボールへ登録する 

⑤申請者 マイページから、審判等級が表示されているかの確認をする。（２021 年 5 月に機能追加予定） 

 

 

 

２）《新規》Ｄ級登録申請をされる方々 

 ①申請者 マイハンドボールにログインする （https://handball.sportscom.jp） 

            ログインできない方は、「マイハンドボールへの会員登録」を行ってください。 

      すでに チーム関係者等 で ID を取得している可能性もあります。 

 ②申請者 年度更新料を入金する 

     「審判登録のお支払いについて」を確認ください。 

     クレジットカードまたはコンビニ支払いが可能です。 

 ③申請者 各都道府県審判長宛てに、Ｄ級審判員申請書を作成（会員 ID の記載が必要）し、提出。 

      ※添付ファイルよりダウンロードの上、必要事項をもれなく記入、押印の上、顔写真 2 枚を添付） 

し、岩崎まで郵送願います。 

（郵送先：都城工業高校 郵便番号 885-0084 都城市五十町 2400 番地 岩崎栄一） 

 提出期限：5 月 10 日（月）必着 ※遅れる場合は連絡 090-1345-0346 岩崎 

 ④都道府県（宮崎県）審判委員会 

      入金および③で提出された申請書の確認を行う。 

      その後、Ｄ級審判員認定者名簿を作成する。 

      作成した名簿に、Ｄ級審判員申請書を添えて日本協会へ提出する 

 ⑤    マイハンドボールに登録する 

 ⑥日本協会 

      Ｄ級審判員認定者名簿にコイン登録番号を記入。コイン、ワッペン、公認審判員手帳および 

罰則カード（イエロー・レッド・ブルー）を、各都道府県審判委員会宛に送付する。 

 ⑦申請者 マイページから、審判等級が表示されているかの確認をする。（２021 年 5 月に機能追加予定） 

 

 

 

 

 

 

 



３）《上級審査》上級審判員審査（Ａ・Ｂ・Ｃ）への申請を希望される方々 

 ①申請者 マイハンドボールにログインする （https://handball.sportscom.jp） 

            ログインできない方は、「マイハンドボールへの会員登録」を行ってください。 

      すでに チーム関係者等 で ID を取得している可能性もあります。 

 ②申請者 まずは現有級の年度更新を行う 

     「審判登録のお支払いについて」を確認ください。 

     クレジットカードまたはコンビニ支払いが可能です。 

 ③申請者 都道府県審判委員会へ申請を申し出る 

      各カテゴリの審判長（小学：中藤 中学：倉吉 高校：岩崎 一般：野田）または岩崎へ連絡を。 

④申請者 各都道府県審判長宛てに、申請書を作成（会員 ID の記載が必要）し、審判手帳を添えて提出。 

     併せて審査料を入金する。 

      ※添付ファイルよりダウンロードの上、必要事項をもれなく記入、押印の上、岩崎まで郵送。 

（郵送先：都城工業高校 郵便番号 885-0084 都城市五十町 2400 番地 岩崎栄一） 

※Ａ・Ｂ級については、来年度受験に向けた申請となります。（1０月までにまず連絡を） 

 ※C 級については、提出期限：5 月 10 日（月）必着  

遅れる場合やご相談があれば必ず連絡を 090-1345-0346 岩崎 

 ⑤都道府県（宮崎県）審判委員会 

      ④で提出された全員分の申請書、審判手帳および審査料の入金を確認する。 

      確認後、関係書類をブロック審判長へ送付する。 

 ⑥審 査 ※Ａ・Ｂ級は日本協会が審査する。 

      ※Ｃ級はブロック協会が審査する。 

 ⑦    本人へ合否を通知する。 

 ⑧申請者の内、合格した者 

      合格した者は、認定料を入金する。 

      〈Ｃ級のみ〉 

       ブロック審判長は、入金を確認し、認定者名簿を作成。日本協会へ提出する。 

 ⑨日本協会 

      入金を確認し、昇級を認定する。 

 ⑩申請者 マイページから、審判等級が表示されているかの確認をする。（２021 年 5 月に機能追加予定） 

 ⑪日本協会（Ａ・Ｂ級）ブロック協会（Ｃ級） 

      本人にワッペンを送付する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４）《終身審判》終身審判員への登録申請をされる方々 

 ①申請者 まず、都道府県審判委員会へ申請を申し出る。 

そこで「マイハンドボールへの会員登録」の指示を受ける。 

            ※前年度まで登録していた、国際・Ａ級・Ｂ級の更新登録は行わないでください。 

 ②申請者 マイハンドボールにログインする （https://handball.sportscom.jp） 

            ログインできない方は、「マイハンドボールへの会員登録」を行ってください。 

      すでに チーム関係者等 で ID を取得している可能性もあります。 

③申請者 終身審判登録料を入金する 

     「審判登録のお支払いについて」を確認ください。 

     クレジットカードまたはコンビニ支払いが可能です。 

 ④申請者 各都道府県審判長宛てに、終身審判員申請書（新設）を作成（会員 ID の記載が必要）し、提出。 

      ※添付ファイルよりダウンロードの上、必要事項をもれなく記入、押印）し、岩崎まで郵送。 

（郵送先：都城工業高校 郵便番号 885-0084 都城市五十町 2400 番地 岩崎栄一） 

 提出期限：４月２６日（月）必着 ※遅れる場合は連絡 090-1345-0346 岩崎 

 ⑤都道府県（宮崎県）審判委員会 

      入金および④で提出された申請書の確認を行い、その後、認定者名簿を作成する。 

      作成した名簿を、4 月 30 日までに日本協会へ提出する。 

 ⑥    マイハンドボールに登録する 

 ⑦日本協会 

      申請を認定する。終身審判員名簿にその名を記録する。 

      終身審判員章（金バッジ）を都道府県審判委員会へ送付する。 

 ⑧都道府県（宮崎県）審判委員会 

      神聖さへ終身審判員章を送付する。 

 ⑨申請者 マイページから、審判等級が表示されているかの確認をする。（２021 年 5 月に機能追加予定） 

 


