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LACROSSE
2021.03.19.fri-03.21.sun

沖縄国際親善大会



TICKET

国際大会での真剣勝負

試合単位のフィードバック沖縄での開催

安心の価格設定

3月でも平均気温が20℃近く温暖な気候の沖縄。

早いうちから実戦を想定できるだけでなく、

怪我のリスクも下げることができます。

試合ごとに強豪チームの指導者や、

トッププレイヤーによるフィードバックが！

希望チームは解析ツールSplyzaを使った

動画分析も可能！

￥
＄

他の春季大会と同水準の価格帯で

参加することが可能です。

15min×４qtr の公式戦形式の試合を

３日間で５試合。国内チームのみならず

海外チームとも対戦することができます。

参加国はイメージです。

手配もサポート
行き帰りの飛行機のチケットや宿泊施設、

グラウンドへの交通手段 (バス )まで

申し込み時にまとめて手配することが可能です。

＄OKINAWA HOTEL
BUS

TICKET

VASALLOが出店
大会当日VASALLOが会場にて出店予定です。

新しいアイテムが購入できるだけでなく、

道具の破損や忘れ物など、

万が一の事態にも備えられます。
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主催：ＮＰＯ法人ＦＯＧＯＪＡＰＡＮ
協賛：鎌ケ谷巧業株式会社
後援：沖縄県
　　　沖縄市
　　　一般社団法人日本ラクロス協会（予定）

主催・協賛・後援

開 催 日時

2021 年 3 月 19 日 ( 金 ) から

2021 年 3 月 21 日 ( 日 ) まで

参加費用

男子チーム　150,000 円
女子チーム　100,000 円
※食事・宿泊費・交通費・保険料は含まれません。

試合会場

沖縄県総合運動公園

蹴球場・補助競技場
〒904-2173　沖縄県沖縄市比屋根５丁目３－１

競技規則

男子女子共に

2020 年 FIL ルールを適用します。

大会規則

p.5~6 をご参照ください。

大会形式

男子女子共に総当たりリーグ戦
※その他エキシビジョン・交流戦も予定。

スケジュール

3 月 19 日 ( 金 ) 総当たりリーグ戦

3 月 20 日 ( 土 ) 総当たりリーグ戦

3 月 21 日 ( 日 ) 午前：準決勝

　　　　　　　　昼　：小学生ラクロス体験会

　　　　　　　　午後：決勝戦

　　　　　　　　　　　表彰式
 ※試合開始時間等の詳細は下記の試合スケジュール表をご参照ください。

宿泊施設

ホテルの手配をご希望のチームは

別紙をご参照ください。

HIS 永山が手配いたします。

食　事

食事は参加費には含まれておりません。

お昼は公園内のレストラン等をご利用ください。

応募方法

申し込みフォームより承ります。

詳細は p.3 をご参照ください。

応募期限

2020 年 10 月２日 ( 金 )
定員に達し次第、募集を終了させていただきます。
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2021 OKINAWA  OPEN  募集要項
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ラクロス
沖縄オープン
大会当日
2021年

3月19日 ( 金 )～
3月21日 ( 日 )

2021 OKINAWA  OPEN  応募・申込方法

申込から大会までのスケジュール

５ 残金のお支払い
残金のお支払い期日は2020年10月30日 (金 )18時までです。

ご入金先は実行委員会より後日ご案内いたします。

1 お申込み
大会内容・応募要項をご確認の上、お申込みください。

お申込みは下記URLお申し込みフォームより承ります。

URL：https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__stuV8hUQlpFMEYyQ0s1NVVQM1JPRDBBTDZOTkFWVi4u

click!
!

2 申込仮受付
お申込み受付後、ご入力いただいたメールアドレスにお申込み仮受付メールをお送りいたします。

お申し込みから3営業日経っても仮受付メールが届かない場合には、お問い合わせください。

3 デポジット入金

受付締切
10月2日 (金)

お申し込み仮受付メール受信後、14日以内に

デポジット50,000円を指定の口座までお振込みください。

入金先は仮受付メールに記載しております。

4 申込完了
デポジット入金確認後、お申込み受付メールをお送りいたします。

メール到着後7日以内にご返信ください。

６ エントリー完了
残金のご入金が確認できましたら、エントリー完了のメールをお送りいたします。

申込受付開始
応募要項をご確認の上URLより

お申込みください。 仮
申
込
完
了

デポジット入金
仮受付メールに記載された

口座に入金をお願いいたします。

残金のお支払い
申込み受付完了メールに記載された

口座に残金をお振り込みください。

残金入金締切
10月30日(金)
残金のご入金を確認後

大会エントリー完了メールを

お送りいたします。

申
込
完
了

HIS よりお見積もり
宿泊・移動手段の手配をご希望のチームにはHISより代表者様にご連絡させていただきます。

旅行代金につきましては、デポジットや大会参加費とは別にHISと直接お取引いただきます。

HIS 希望

エ
ン
ト
リ
ー
完
了

HIS より宿泊・移動手段の手配を

お考えのチームは、フォームにて

手配検討とお知らせください。　

受付締切
10月2日 (金)

デポジット
50,000円

デポジット入金締切
仮受付メール受信後

14日以内
３
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第一項
　　不測の事態によって、大会を中止せざるを得ない場合、各チームが FOGOJAPAN に支払った
　参加費の全額を返金する。大会中止の最終決定権限は沖縄オープン実行委員長が有する。

第二項
　　参加チームの意思で本大会から辞退した場合の返金は原則として行わない。
　但し、関連する政府や国家機関から渡航を控えるべき旨の注意が発令された場合、
　参加チームが FOGOJAPAN に支払った参加費の全額を返金する。

第三項
　　FOGOJAPANは第一項、第二項で定める中止・辞退に伴う、参加チームが支払ったその他費用
　（ホテル・交通費・保険料等）のキャンセル料の責任は一切負わない。
　　

■大会の中止・参加チームの辞退について

・お問い合わせ・
Email：contact@fogojapan.com
LINE  ：okinawaopen

           （LINE 追加はこちらから https://line.me/R/ti/p/%40425gsnvd） 

click!!

■アクセス・会場内マップ

N

東口

西口

比屋根口かりゆし口

北口

中央口
南口

蹴球場
A 蹴球場

B

補助
競技場

レストラン

県道 227 号線

国道 329 号線

https://okinawa-kenso.com/?page_id=10

沖縄県総合運動公園　蹴球場・補助競技場

■ 〒904-2173　沖縄県沖縄市比屋根５丁目３－１

■ 交通（車）

　  那覇から国道 329 号線を北へ約 27Km。 
　  沖縄自動車道北中城ＩＣより東へ約 5km。

■ バス

    東陽バス　30 系統…県総合運動公園北口
　＜上り／那覇向け＞
　  最終便：　平日）21:34　　土曜）21:26　　日曜・祝日）21:24
　＜下り／泡瀬向け＞
　  最終便：　平日）22:54　　土曜）22:25　　日曜・祝日）22:12

　沖縄バス　52 系統…県総合運動公園北口
　＜上り／那覇向け＞
　  最終便：　平日）20:16　　土曜）20:16　　日曜・祝日）19:48
　＜下り／屋慶名向け＞
　  最終便：　平日）21:25　　土曜）21:25　　日曜・祝日）21:21

　※詳細な時刻や料金等は各バス会社へお問合せ下さい。

■那覇空港から

　 那覇空港からモノレールで「旭橋駅」へ（約 10 分） 
　 → 旭橋駅から徒歩で「那覇バスターミナル」へ（約 5 分）
　 → 那覇バスターミナルから「県総合運動公園北口」へ
　    （約 1 時間 30 分～ 2 時間）

2021 OKINAWA  OPEN  参加にあたって



令和 2年 2月 19 日現在
第 1章　総則
第１条 　名称
本大会は沖縄オープン（以下「本大会」）と称す。

第２章 運営活動 
第２条 運営主体
本大会はNPO法人 FOGOJAPAN主催行事である。運営は沖縄オープン実行委員会（以下「実行委員会」）が行い、その運営責任の全てを担う。
運営主体は実行委員会の構成員である。本大会の実行委員長は陳野眞澄、副委員長は原智大とする。

第３章 参加資格・辞退
第３条 競技団体
次の各条件を満たした競技団体に限り、FOGOJAPAN沖縄オープン実行委員会の運営管理する大会に参加する資格を有するものとする。
①実行委員会が指示した期日までに、本大会に参加申請していること。
②実行委員会が指示した期日までに、本大会に参加を予定している選手、及びコーチ・チームスタッフのメンバー登録表を提出していること。 （第 7条「登録手続」を参照）
③いかなる場合も実行委員長の最終決定事項に従えること。
④いかなる場合も沖縄オープン実行委員会からの依頼事項遂行義務を果たせること。
⑤いかなる場合も本大会規約事項を遵守できること。

第４条 選手
次の各条件を全て満たした選手に限り、実行委員会の運営管理する本大会に参加する資格を有するものとする。
①今回出場する複数のラクロス競技団体に選手として登録していないこと。
②いかなる場合も沖縄オープン実行委員長の最終決定事項に従えること。
③いかなる場合も沖縄オープン実行委員会からの依頼事項遂行義務を果たせること。
④いかなる場合も本大会規約事項を遵守できること。

第 5条 コーチ、チームスタッフ
次の各条件を全て満たしたコーチ、チームスタッフに限り、沖縄オープン実行委員会の運営管理する本大会に参加する資格を有するものとする。 
①いかなる場合も沖縄オープン実行委員長の最終決定事項に従えること。
②いかなる場合も FOGO JAPAN沖縄オープン実行委員会からの依頼事項遂行義務を果たせること。
③いかなる場合も本大会規約事項を遵守できること。

第 6条　大会の中止・参加チームの辞退
第１項
不測の事態によって、大会を中止にせざるを得ない場合、各チームが FOGOJAPANに支払った参加費全額を返金する。大会中止の最終決定権限は沖縄オープン実行委員長が有する。

第２項
参加チームの意志で本大会から辞退した場合の返金は行わない。
但し、関連する政府・国家機関から渡航を控えるべき旨の注意が発令された場合、参加チームが FOGOJAPANに支払った参加費を全額返金する。

第３項
FOGOJAPANは第１項・第２項で定める中止・辞退に伴う、参加チームが支払ったその他費用（ホテル・交通費等）のキャンセル料の責任は一切負わない。

第４章 登録・出場手続 
第 7条 登録手続
本大会に参加するためには、以下の登録を所定の期間内に完了していなければならない。
第１項 参加申請（競技団体）
沖縄オープン実行委員会が指示した期日までに、本大会参加申請手続きを完了していること。
第２項 メンバー登録（競技団体）
沖縄オープン実行委員会が指示した期日までに、メンバー登録表を提出していること。
提出されたメンバー登録表は、正式なメンバー登録表として返却され、出場手続きに必要な書類となる。

第 8条 出場手続
以下の手続を本大会当該試合開始前の沖縄オープン実行委員会が指定した時までに完了した選手、コーチ、チームスタッフに限り、試合開始時からの出場を認める。 
①本大会においてメンバー登録がされており、且つ当該試合においてベンチ登録されていること。ただし、ベンチ登録表に関しては、実行委員会が指示した時までに提出していること。
②メンバー登録表をベンチオフィシャルに提示すること。
③選手に関しては、審判により正規の装備が確認されていること。

第９条 ベンチ登録
第１項 ベンチ登録
本大会に出場する選手、コーチ、チームスタッフは当該試合にベンチ登録されていなければならない。コーチ、チームスタッフのベンチ登録は、あわせて８名までとする。
１チームがベンチ登録できる選手数は、男子は最低 10名、最高 28名までとし、女子は最低 10名、最高 20名までとする。

第１０条 出場の停止
第１項 男子
退場処分に処された選手、コーチ、チームスタッフは、次の１試合は出場停止となりベンチ登録が出来ない。なお、その有効期限は本大会限りとする。
第２項 女子
レッドカード（イエローレッド含む）を出された選手、コーチ、チームスタッフは、次の１試合は出場停止となりベンチ登録が出来ない。

第５章 リーグ形式
第１１条 リーグ形式
第 1項 部構成
男子 2部、女子１部構成とする。
第２項 ブロック構成
男女とも 1部 1ブロック制の総当たり戦を行う。
第３項 プレイオフ
男女ともに第１８条の定める順位でのトーナメントを行う。対決カードは実行委員会が決定する。このトーナメントの優勝が本大会の優勝競技団体となる。

第６章 運営形式
第１２条 運営形式 
第１項
本大会における試合は、以下の各関係者及び係員によって運営される。
①試合該当競技団体
②日本ラクロス協会公認審判員
③ゲームオフィシャル

FOGOJAPAN沖縄オープン規約
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第１３条 グランドメイク
グラウンドメイクは実行委員会で行う。

第１４条 ゲームオフィシャル
ゲームオフィシャルは、沖縄オープン実行委員会に指名された 2名の者より構成される。

第７章 ルール
第１５条 ルール
ルールは原則World Lacrosse( 旧 FIL) 国際ルールを採用する。
但し、物理的制約とやむを得ない場合など諸事情により同競技規則と異なる場合には、沖縄オープン実行委員会が大会特別ルールを定める。

第８章 試合形式
第１６条 試合形式
第１項 試合時間
試合時間は以下の形式に基づいて行われる。

＜男子・女子＞
・15分流しのクォーター制
但し、第 4クォーターの最後の 1分は全ての笛で時計を止める。尚、第 4クォーター終了時に得点数が同点の場合はサドンビクトリールールを適用する .

第２項 サドンビクトリールール
サドンビクトリールールを以下の基準に基づいて行う。ただし、このルールは特別なルールを採用する際に妨げになるものではない。

＜男子＞
規定のプレー時間が終わってまだ同点の場合には、以下に示したサドンビクトリールールが適用される。
キャプテンは 3分間の休みの間にコイントスして勝った方が希望のサイドを選択する。
プレーはグランド中央のフェイスオフによってスタートし、どちらかのチームが得点するまで４分間のピリオド（Stop Clock Overtime・全ての笛で時計を止める）を４回行う。
２回目のピリオドが終了した時点で１分間の休みを入れる。ペナルティータイムが残ったまま規定のプレー時間が終わった場合は、残りのペナルティータイムは無くならない。
サドンビクトリー中はチームが申請できるタイムアウトは無い。
４分間のピリオドが終わるごとに両チームは陣地を替える。ピリオド開始時のプレーはグランド中央のフェイスオフによってスタートする。
サドンビクトリーの延長戦でも決着がつかなかった場合はチーム代表者によるコイントスを行い、勝ったチームをその試合の勝利チームとする。

＜女子＞
規定のプレー時間が終わってまだ同点の場合には、以下に示したサドンビクトリールールが適用される。
キャプテンは５分間の休みの間にコイントスをして勝った方が希望のサイドを選択する。
どちらかのチームが得点するまで６分間ハーフ（Stop Clock Overtime・全ての笛で時計を止める）でのサドンビクトリーを行う。
途中３分間でサイドチェンジをする（この間休み時間は無く、センターでのドローで再開）。
サドンビクトリーの前半と後半の間に１分間のハーフタイムを入れる。
サドンビクトリー中はチームが申請できるタイムアウトは無い。
試合はセンターでのドローで開始される。
サドンビクトリーの延長戦でも決着がつかなかった場合はチーム代表者によるコイントスを行い、勝ったチームをその試合の勝利チームとする。

第１７条 試合の中断 
第１項
試合の「中断」及び「再開」の最終決定権限は、当該試合の沖縄オープン実行委員長が有する。
第２項
何らかの事情により続行が困難となり試合を中断した場合は、以下の基準によって再試合、または終了させる。
＜男子・女子＞
第２クォーターが終了していなければ 0-0 の同点として扱う。２クォーターが終了していれば試合成立条件とする。尚、試合が成立した場合、中断した時点の得点を試合結果とする。 

 第１８条 順位決定法
ブロックにおける順位は、以下に記した勝ち点制度に従い予選リーグの全試合が終了した時点で、獲得した勝ち点の多いチームから上位の順位につく。
勝ち→３点　負け→０点
獲得した勝ち点が同点の場合の順位決定は、以下の順序に従い決する。
ただし、決定方法は､下記 1）から 4）の順序で適用しなければならない。
1）当該チーム間の勝敗（勝ち点）により決定する。
2）当該チームの予選リーグ全試合における得失点差で決定する。
3）当該チームの予選リーグ全試合における総得点の多いチームを上位とする。
4）当該チームの代表者１名による抽選によって決定する。
 
第１９条 試合の放棄
競技団体代表者により、試合放棄の意思表示がなされた場合、当該競技団体は試合を放棄したものとみなす。

第９章　罰則
第２０条 罰則 
第１項 
以下の１）から３）いずれかの事項に該当することが沖縄オープン実行委員会役員会において認められた本大会参加競技団体・個人は、FOGOJAPAN実行委員長の決める処罰・処分を課される。
１） 大会運営を著しく妨げた場合
２） FOGO JAPANの品位を著しく傷つけた場合
３） 本規約の違反があった場合
 
第２項
処罰・処分は、FOGO JAPAN沖縄オープン実行委員会委員長の名のもとに書面によって当該競技団体に渡される。

以上
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２０２１年３月１９日       ～２１日   日    ～～       （金） 日（日）

会場 : 沖縄県総合運動公園 蹴球場 ・ 補助競技場

参加対象 : 日本国内の学生及びクラブチーム 諸外国ラクロスのチーム

試合形式 : 15 分 x 4 クォーター　※WL 国際ルールに基づく （WL: 国際ラクロス連盟）

主催団体 : NPO 法人 FOGOJAPAN

協賛 ： 鎌ケ谷巧業株式会社

後援 : 沖縄県 / 沖縄市

          一般社団法人日本ラクロス協会 （JLA）

沖縄 国際親善大会

第１回沖縄ラクロスオープン



観光庁長官登録旅行業第 724号
総合旅行業務取扱管理者 ：上枝秀徳

法人営業本部 教育旅行事業グループ
第一事業支店担当：永山
〒105-6904 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー4階
TEL:050-1748-7061    FAX:03-6695-6457
営業時間  平日 10:00～ 17:00（土日祝休み）

☎080-3028-9711
✉tb-school@his-world.com

※H.I.S. の他の店舗でのお申し込みはできませんのでご了承ください。

お申込み・お問合せは

フライトスケジュール（一例）✈

航空券、ホテル手配は、エイチ・アイ・エスにお任せください。

※ 航空スケジュールは、一部を例示させていただいております。また時間なども変更になる場合があります。 
※ 航空券代金は、日数及び人数により異なります。また、手配時の航空券代金が適用となります。
※ 申込後、お客様都合での取消しには、所定の取消料が発生する場合がございます。詳細は、お問合せください。

※ご希望の宿泊日でお問合せください。宿泊代金は、宿泊日や人数により異なります。
※ 申込後、お客様都合での取消しには、所定の取消料が発生する場合がございます。詳細は、お問合せください。
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ホテル情報🏨

HISは、 第1回沖縄ラクロスオープン参加へのお手伝いをさせて頂きます。往復別の空港利用や宿泊日も選択可能です。お問合せください。

!"#$%&&'(#$
総客室数
IN / OUT
アクセス

：300室（収容人数900名）
：15:00（最終 24:00）／ 12:00
：那覇空港から車で約40分

全室オーシャンビューテラス付きの客室は、約40㎡以上と開放
感があり、沖縄のスローライフを満喫できます。

沖縄観光に最適な立地
南国ステイをもっと心地良く

スタンダードルーム（32～40㎡／2名）

オキナワ グランメールリゾート -沖縄市 -



ご出発までのスケジュール案 (下記スケジュールに捉われず、申込受付した段階から柔軟に対応させていただきます)

お振込先について H.I.S.口座

振込先 ：三井住友銀行東日本支店
口座番号 ：普通 7770303

カ）エイチ.アイ.エス

ﾀﾞｲｶﾞｸﾒｲ+○○○(代表者様のお名前)
でお振込ください

※振込手数料はお客様負担とさせていただきます。
振込着金の確認次第、ご連絡させていただきます。
振込の確認ができない場合、問合せをする事がございます。

●御見積内容・キャンセル規定をご確認ください。
ご利用になられる航空会社・便、また利用人数により料金が異なります
ので予めご了承ください。ご要望により、対面にてお打合せも行います。

●大会お申込みエントリー完了後、近日中にHIS担当者よりご連絡
メール受信後、７日以内に文面の各ご質問事項にご回答いただき、
ご返信ください。その後、各チーム毎に御見積をさせていただきます。

団体代表者様にご連絡（HISより）
受付後

HISより宿泊・移動（飛行機・ホテル・バス）の手配お考えのチームは、
大会お申込みフォームにてお知らせください。

6月
中旬 大会エントリー受付開始

●人数調整(返信期日:8/25)
8月末に航空会社・ホテルへ各チームの人数を報告する必要がある為、
参加想定最大人数(仮)をお知らせください。
事前にHISよりメールにてご連絡差し上げます。
人数調整用のエクセルデータをメール添付にてお送りしますので、
お手数ですが、ご入力いただきご返信ください。

第１回人数調整8/25

●大会エントリー受付締切・旅行申込書のお渡し
HISより各チーム代表者に申込書を送付致します。大会に参加される
全ての皆様にご記入いただき、 10/30(金)迄、チームで纏めて弊社ま
でご返送お願い申し上げます。

10/2
(金) 大会エントリー受付締切・旅行申込書のお渡し

●人数調整(返信期日:12/18)
12月末に航空会社・宿泊施設へ各チームの人数を報告する必要がある為、
大会参加暫定人数(仮)をエクセルデータにてお知らせください。
事前にHISよりメールにてご連絡差し上げます。
また、このタイミングでホテル部屋割りのエクセルデータをお送り致します。
ご入力いただき、1月8日(金)迄、人数調整用のエクセルデータと併せて
ご返信の程、お願い申し上げます。

第２回 人数調整12/18
(金)

●最終人数調整(返信期日:1/8)
こちらの期日報告をもって、航空会社・ホテルへの最終人数通達を行います。
事前にHISよりメールにてご連絡差し上げます。ご返信ください。
※減員・増員の可能性がある場合、別途ご相談ください。

最終 人数調整（約出発2ヶ月前）
☆エクセルデータご提出(飛行機・ホテル部屋割り)

2021
1/８
(金)

ご入金（飛行機+ホテル+送迎）1/14
（木）

団体代表者様に御見積ご提出（HISより）

●ご入金(期日:1/14)
手配部分の合算料金(請求書を発行します)を、1月14日(木)15:00迄
必ずご入金ください。
※期日までご入金いただけなかった場合、航空券の発券が不可となります。
※お振込み先は下記ご参照ください。

団体航空券・ホテル部屋割り送付
☆手配内容最終確認（各チーム毎）

ご出発前

ご出発3/18
（木）

●団体航空券・部屋割り送付
ご出発前に各チーム代表者様に団体航空券・ホテル部屋割りを送付させて
いただきます。
また、手配内容の最終確認の打ち合わせも行わせていただきます。

●ご出発
事前に、当日の出発案内に関するメールをご案内差し上げます。
そちらを参照にご集合くださいませ。
また、当日はHISスタッフが皆様を空港でサポート致します。


