
中央競技団体の経営力強化推進事業
-令和3年度実施報告-

公益財団法人 日本ハンドボール協会

事業成果報告書（概要版）

本報告書は、スポーツ庁の委託事業として、公益財団法人日本ハンドボール協会が
実施した2021年度スポーツ産業の成長促進事業「スポーツ団体経営力強化推進
事業(中央競技団体による普及・マーケティングに係るモデル形成支援事業）」の成
果を取りまとめたものです。従って、本報告書の複製、転載、引用等にはスポーツ庁
の承認手続きが必要です。



本事業では2020年度からの4年間で5つのプロジェクトを実行する。
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未体験

体験済
観戦メイン
（観る）

本格競技層
(する・支える)

休眠

“全くやったことがない”

“体育でかじった程度”

観戦メイン

父兄 (子供がプレー)

選手

指導者 (コーチ・顧問)

審判・役員

“昔はやってた
けど今は滅多に観ない”

小学校 中学 高校 大学 社会人 マスターズ

A

全年代・全員の出場試合スタッツを
会員サイト上で個人に紐づけて管理

試合スタッツ全網羅 PJT

高校卒業後もカジュアルにハンドボールを
続けられる機会・気運づくり

Over18 PJT

デジタルを活用した研修・マッチング提供

指導者・審判・競技役員サポート
PJT

B
リーグの試合動画を再編集してPV化
横断的な露出による観戦きっかけづくり

動画再活用 PJT
C

D

ハンドボール自体のポジショニング再定義
シンボルアスリートの輩出と露出

攻めの広報 PJT

E

A

B

C

D

E

事業主旨
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試合スタッツ
全網羅 PJT

A 令和3年度 実施報告

実施事項

• マイハンドボールの主要機能を
段階的にリリース

•全国大会など主要大会につい
て大会ページ開設開始

• 11月の全日本大学選手権
（インカレ）でスタッツ記録・蓄
積の実証実験

マイハンドボールとは？
• 競技者・審判・指導者も含めたすべてのハンドボール関係者向けの会員システム (21年3月~運用開始)
• 大日本印刷（以下、DNP）のスポーツ情報管理サービスをベースに構築
• 試合記録もデータベース化し、大会写真・映像等とともに競技者個人と紐付けて管理・活用することを目指す

2021年度に導入・実装した機能 2022年度以降

大会機能

• 大会登録
• 大会申込
• 大会情報DL
• 試合結果登録、集計
• マイページ
• 写真アップロード
• フォトギャラリー

競技者・関係者登録

• 会員登録
• チーム登録/メンバー登録
• 審判登録
• 協会役員登録
• 年会費支払い
• デジタル会員証
• チーム登録者一覧
• 集計/検索
• ファン登録

ファン、観客機能

• 電子チケット
• SNS連携、SSO拡張
• イベント機能改善
• OB,OG向け支援
• コミュニティを利用した観戦
• シナリオ毎プッシュ通知
• チーム応援



「SKYハンドボールクラブ」主催練習会
毎月累計で1000名ほどが参加

（一回あたり20-30名参加 x 20-30回開催）

年一回、2-3日間かけて開催
10チームほどが参加

11人制での試合も実施
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Over18 PJT

B 令和3年度実施報告

実施事項

•新型コロナ感染症の状況を鑑
みて令和3年度内のイベント開
催は見送りに。

•次年度以降にむけたプラン策
定に注力

• 「エンジョイハンドボール」というコ
ンセプトを打ち出し、中期計画
にも盛り込み済

自主的に開催されている練習会 全日本マスターズ
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指導者・審判・競技役
員サポートPJT

C 令和2年度実施報告

実施事項

• コンプライアンス研修を題材とし
たトライアル実施。理事や職員
等43名が受講

• コンテンツの内容や難易度も
「丁度良い」の回答が多数。本
格導入に向けたコンセンサスを
得た

令和3年度はシステム導入のためのトライアルとして、理事や事務局職員を対象としたコンプライアンス研修を実施
した。

ハンドボール競技の普及のためには審判員・指導者といった「支える人」をいかに増やすかが課題。
マイハンドボールにより可視化したハンドボール競技経験者、保護者等の関係者にとって、審判員や指導者の
資格取得がより身近なものとなるように、手続きのオンライン完結を推進する。

※令和3年度中の本格導入は、以下の理由で見送り
• 大日本印刷(株)の開発リソースに限りがある中で、マイハンドボールの改修を優先
• 公認審判員規定の大幅な見直しをすることが決定

→令和4年度以降に、改訂版・公認審判員規定の理解浸透UPを目的として推進予定

オンライン研修
（LearningCast）

マイハンドボール

オンライン研修対象者

メール（受講結果、資格情報等）
指導委員会
審判委員会

オンライン研修

コンテンツ作成

システム
連携
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動画再活用 PJT

D 令和3年度 実施報告
トップリーグである日本ハンドボールリーグ（JHL）では、「JHL TV」と題して、YouTubeで試合のライブ配信やアーカイブ配信を行っている。
ただ、撮影している試合映像をプロモーションなどそのほかの用途で活用しきれていない状況であったことから、映像のチカラを活かして、
ハンドボールを知る・興味関心が高まるきっかけを作るために、令和3年度には左記を実施。
JHLマンスリーハイライト映像は、映像選定方法をTwitter内で「#JHL公式で取り上げて」のハッシュタグをつけて一般ユーザーから
投稿してもらい、投稿してもらったプレーから選定。そうすることで、ハンドボールに対する一般ユーザーからの投稿が増え、ハンドボール
に触れる機会を少しでも増やすことで、「ハンドボールを知る・興味関心が高まるきっかけ」を作っていった。
また、JHLの優勝チームを決めるプレーオフの集客向上・視聴向上を目的に、プロモーション映像制作や広告配信を実施したことで、
「ハンドボールを知る・興味関心が高まるきっかけ」をつくることができ、集客実績として最終日は入場者数2,823名（昨対
+38%）という結果を出すことができている。
そのほか、日本ハンドボール協会主催で、2022年3月に行われた第17回春の全国中学生選手権大会、第45回全国高等学校
選抜大会のライブ視聴促進に向けて、昨年度のライブ配信映像を再活用する形で、プロモーション映像制作を実施。
実際の視聴数としては、5万回再生を超える視聴数の日もあるなど、「ハンドボールを知る・興味関心が高まるきっかけ」をつくり、結
果を出すことができている。

JHL 各試合の集客・視聴促進に向けて
-マンスリーハイライト映像制作/発信

YouTubeチャンネルの中でもほかハイライト映像は平均再生回数約1,500回程と比較すると、男子の平均が
4,274回、女子の平均が2,180回となっており、注目されるコンテンツを継続的に発信することができた。

男女 対象月 再生回数（YouTube）
男 8-9月 5,342
女 3,039
男 10月 3,990
女 1,862
男 11月 4,650
女 1,852
男 12-1月 3,113
女 1,966
男 平均 4,274
女 2,180

参照：https://www.youtube.com/channel/UCIBOt8i_EbAVULG-DyXtSXw/videos

実施事項
■JHL 各試合の集客・視聴促進
に向けて
・マンスリーハイライト映像制作/発信

■JHL プレーオフの集客・視聴促進
に向けて
・プロモーション映像制作
・会場オープニング映像制作
・プレーオフ出場チーム別ベストプレー
TOP5 ハイライト映像制作
・プロモーション映像を活用した
WEB/SNS 広告配信

https://www.youtube.com/channel/UCIBOt8i_EbAVULG-DyXtSXw/videos
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攻めの広報 PJT

E 令和3年度実施報告

実施事項
■初心者向けハンドボールルール
解説用バナー制作
■JHL サイトリニューアルディレク
ション
※初心者向けハンドボールール
解説バナー掲載のページ制作ディ
レクション
■マイハンドボール会員加入促進
用特典壁紙制作
■日本代表広報用試合告知
バナーテンプレート制作
■シンボルハンドボーラー記事作成
及び告知用映像制作
■日本代表密着映像制作用
映像テンプレート制作

初心者向けハンドボールルール解説用バナー制作
初心者向けハンドボールルール解説用バナー制作については、令和2年度に実施したユーザーアンケートの結果から、「ハンドボール
のルールがわからない」という意見も多数あったため、視覚的にルールがわかるようなバナー画像を制作し、TwitterなどSNSを中心
に発信。また、制作したバナーの有効活用として、JHLサイトへの掲載やJHLプレーオフで配布したパンフレットへの掲載など、制作し
て終わりではなく、多方面で活用することでルールをより多くに人に知ってもらい、ハンドボールへの関心を高められるように展開している。

投稿日 投稿内容 いいね リツイート 投稿URL

2021/6/18 ハンドボールの基本編 489 201
https://twitter.com/JHA_handball/stat
us/1405812540777517057?s=20&t=

Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg

2021/6/23 ハンドボールのファール編 210 80
https://twitter.com/JHA_handball/stat
us/1407639567788699648?s=20&t=

Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg

2021/6/28 ハンドボールの罰則編 155 57
https://twitter.com/JHA_handball/stat
us/1409426143879458826?s=20&t=

Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg

2021/7/4 ハンドボールのシュート編 161 43
https://twitter.com/JHA_handball/stat
us/1411535241102168065?s=20&t=

Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg

2021/7/11 ハンドボールのポジション編 209 73
https://twitter.com/JHA_handball/stat
us/1414056852673892356?s=20&t=

Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg

https://twitter.com/JHA_handball/status/1405812540777517057?s=20&t=Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg
https://twitter.com/JHA_handball/status/1407639567788699648?s=20&t=Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg
https://twitter.com/JHA_handball/status/1409426143879458826?s=20&t=Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg
https://twitter.com/JHA_handball/status/1411535241102168065?s=20&t=Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg
https://twitter.com/JHA_handball/status/1414056852673892356?s=20&t=Wzeoz2947RCymO0o7tPGkg
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