
17 - 6
9 - 7
9 - 14
10 - 5
8 - 12
18 - 14
11 - 10
7 - 12
12 - 14
11 - 18

6 - 3
10 - 8
5 - 10
7 - 11
6 - 0
6 - 0
12 - 6
12 - 9
6 - 0
6 - 0
8 - 5
8 - 6
6 - 0
6 - 0
5 - 6
3 - 8
6 - 0
6 - 0
8 - 8
9 - 8

9 - 9
8 - 13
15 - 15
12 - 13
13 - 10
17 - 13
17 - 9
16 - 12
9 - 12
11 - 17

スワロークラブ 19

7月8日(日)　神戸国際大学体育館

0 県警ハンドボールクラブ

4

ユーカリクラブ

22 西宮東クラブＫＳＶ unison

ＨＣ神戸

16

19 ＫＳＶ unison2

1

6月24日(日)　神戸国際大学体育館

ＨＣ神戸

〔Ａ登録〕

イ

エ 明石球友会

ア 滝川タイガース

ウ

24

26 13 西宮東クラブ

明石球友会

Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ

ＴｅａｍＴ

ユーカリクラブ

ユーカリクラブ

滝川タイガース 12

12

県警ハンドボールクラブ

16 11

0 県警ハンドボールクラブ

〔リージョナル〕

3

5 Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ 23 32 スワロークラブ

26

オ

カ 滝川タイガース

12

16

ＴｅａｍＴ

コ 明石球友会

ク 滝川タイガース 8 14

33 21 西宮東クラブ

優勝　：　ユーカリクラブ 　　準優勝　：　明石球友会 　 ３位　：　滝川タイガース　　

20 29 ＫＳＶ unison

優勝　：　スワロークラブ 　　準優勝　：　ＫＳＶ unison　　３位　：　HC神戸　
〔A登録の部順位〕

４位　：　西宮東クラブ　　５位　：　Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ

7 スワロークラブ

10 HC神戸

9 スワロークラブ

Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ 17

〔Ａ登録〕

6 西宮東クラブ22

Ｆｌａｐ ＦｉｅｌｄＫＳＶ unison 30

キ 明石球友会 12 0

27 28 HC神戸

15

11

ＴｅａｍＴ

平成24年度県民大会　一般の部

平成23年6月24日〈日〉・7月1日〈日〉・8日〈日〉　神戸国際大学体育館

21 ユーカリクラブ

26

7月1日(日)　神戸国際大学体育館

18

12 0

17

23

県警ハンドボールクラブ

〔リージョナルの部順位〕

ケ ＴｅａｍＴ

8


	結果 


組合せ

				平成２４年度県民大会 ヘイセイネンドケンミンタイカイ

		平成24年6月24日（日）・7月1日（日）・8日（日）　　　神戸国際大学体育館 ヘイセイネンガツカニチガツニチニチカニチコウベコクサイダイガクタイイクカン

		Ａ登録 トウロク

		チーム		西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ		ＨＣ神戸 コウベ		KSV　unison		スワロークラブ		フラップフィールド

		西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ				1		4		9		6

		ＨＣ神戸 コウベ						10		7		3

		KSV　unison								2		8

		スワロークラブ										5

		フラップフィールド

		41,084		（25-10-25)

		神戸国際大学 コウベコクサイダイガク

		時間 ジカン		組み合わせ クア						審判・オフィシヤル シンパン

		10:00～11:00		1		ＨＣ神戸 　　　　    ｖｓ　   西宮東クラブ コウベニシノミヤヒガシ				フラップフィールド

		11:10～12:10		2		スワロークラブ 　   ｖｓ　   KSV　unison				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

		12:20～13:20		3		ＨＣ神戸　　　　　   ｖｓフラップフィールド　 コウベ				スワロークラブ

		13:30～14:30		4		KSV　unison　　    ｖｓ　   西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ				HC神戸 コウベ

		14:40～15:40		5		フラップフィールド  ｖｓ　 スワロークラブ				KSV　unison

		41,098		（25-10-25)

		神戸国際大学 コウベコクサイダイガク

		時間 ジカン		組み合わせ クア						審判・オフィシヤル シンパン

		10:00～11:00		6		フラップフィールド  ｖｓ     西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ				KSV　unison

		11:10～12:10		7		スワロークラブ　    ｖｓ　        ＨＣ神戸 コウベ				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

		12:20～13:20		8		KSV　unison　      ｖｓフラップフィールド				HC神戸 コウベ

		13:30～14:30		9		スワロークラブ　    ｖｓ　   西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ				フラップフィールド

		14:40～15:40		10		ＨＣ神戸　           ｖｓ　    KSV　unison コウベ				スワロークラブ

		リージョナル

		チーム		滝川タイガース タキカワ		明石球友会 アカシキュウユウカイ		チームT		ユーカリクラブ		県警クラブ ケンケイ

		滝川タイガース タキガワ				ア		カ		ク		ウ

		明石球友会 アカシキュウユウカイ						エ		コ		キ

		チームT								イ		ケ

		ユーカリクラブ										オ

		県警クラブ ケンケイ

		41,091		（15-5-15)

		神戸国際大学 コウベコクサイダイガク

		時間 ジカン		組み合わせ クア						審判・オフィシヤル シンパン

		10:00～10:35		ア		滝川タイガース   　ｖｓ　    明石球友会 タキガワミヤトウアカシ				県警クラブ ケンケイ

		10:45～11:20		イ		チームＴ              ｖｓ    ユーカリクラブ				明石球友会 アカシキュウユウカイ

		11:30～12:05		ウ		滝川タイガース   　ｖｓ　      県警クラブ タキガワケンケイ				ユーカリクラブ

		12:15～12:50		エ		明石球友会         ｖｓ           チームＴ アカシキュウユウカイ				滝川タイガース タキガワ

		13:00～13:35		オ		ユーカリクラブ   　  ｖｓ　      県警クラブ ケンケイ				明石球友会 アカシキュウユウカイ

		13:45～14:20		カ		滝川タイガース     ｖｓ           チームＴ タキカワ				ユーカリクラブ

		14:30～15:05		キ		明石球友会　       ｖｓ　      県警クラブ アカシキュウユウカイケンケイ				チームＴ

		15:15～15:50		ク		滝川タイガース     ｖｓ           ユーカリ タキガワ				県警クラブ ケンケイ

		16:00～16:35		ケ		チームＴ　            ｖｓ　      県警クラブ ケンケイ				滝川タイガース タキガワ

		16:45～17:20		コ		明石球友会         ｖｓ    ユーカリクラブ アカシキュウユウカイ				チームＴ

		リーグ戦順位決定方式 センジュンイケッテイホウシキ

		兵庫県ハンドボール協会主催、一般（Ａ登録、リージョ）大会リーグ戦においては、以下の方法で順位を決定する。 ヒョウゴケンキョウカイシュサイイッパントウロクタイカイセンイカホウホウジュンイケッテイ

		①勝ち点（勝　２点、引　１点、負　０点） カテンカテンヒテンマテン

		②得失点（得点－失点） トクシッテントクテンシッテン

		③総得点 ソウトクテン

		④直接対戦の結果 チョクセツタイセンケッカ

		⑤抽選 チュウセン

		※①で同位の場合、②～⑥まで順位が確定するまで進む。 ドウイバアイジュンイカクテイスス

		※大会中に棄権チーム（出場停止チームなど）が出た場合、そのチームとの対戦結果はすべて無効とする。（①、②、③において） タイカイチュウキケンシュツジョウテイシデバアイタイセンケッカムコウ





編集

		





結果 

		平成24年度県民大会　一般の部

		平成23年6月24日〈日〉・7月1日〈日〉・8日〈日〉　神戸国際大学体育館 ヘイセイネンコウベ

				6月24日(日)　神戸国際大学体育館

				〔Ａ登録〕

				1				ＨＣ神戸 コウベ		26		17		-		6		13				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

												9		-		7

				2				スワロークラブ		19		9		-		14		19				ＫＳＶ unison

												10		-		5

				3				ＨＣ神戸 コウベ		26		8		-		12		26				Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ

												18		-		14

				4				ＫＳＶ unison		18		11		-		10		22				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

												7		-		12

				5				Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ		23		12		-		14		32				スワロークラブ

												11		-		18

				7月1日(日)　神戸国際大学体育館 ガツニチニチ

				〔リージョナル〕

				ア				滝川タイガース タキガワ		16		6		-		3		11				明石球友会 アカシキュウユウカイ

												10		-		8

				イ				ＴｅａｍＴ		12		5		-		10		21				ユーカリクラブ

												7		-		11

				ウ				滝川タイガース タキガワ		12		6		-		0		0				県警ハンドボールクラブ ケンケイ

												6		-		0

				エ				明石球友会		24		12		-		6		15				ＴｅａｍＴ

												12		-		9

				オ				ユーカリクラブ		12		6		-		0		0				県警ハンドボールクラブ ケンケイ

												6		-		0

				カ				滝川タイガース タキガワ		16		8		-		5		11				ＴｅａｍＴ

												8		-		6

				キ				明石球友会		12		6		-		0		0				県警ハンドボールクラブ ケンケイ

												6		-		0

				ク				滝川タイガース タキガワ		8		5		-		6		14				ユーカリクラブ

												3		-		8

				ケ				ＴｅａｍＴ		12		6		-		0		0				県警ハンドボールクラブ ケンケイ

												6		-		0

				コ				明石球友会		17		8		-		8		16				ユーカリクラブ

												9		-		8

				7月8日(日)　神戸国際大学体育館 ガツニチニチコウベコクサイダイガクタイイクカン

				〔Ａ登録〕

				6				Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ		17		9		-		9		22				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

												8		-		13

				7				スワロークラブ		27		15		-		15		28				HC神戸 コウベ

												12		-		13

				8				ＫＳＶ unison		30		13		-		10		23				Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ

												17		-		13

				9				スワロークラブ		33		17		-		9		21				西宮東クラブ ニシノミヤヒガシ

												16		-		12

				10				HC神戸 コウベ		20		9		-		12		29				ＫＳＶ unison

												11		-		17

				〔A登録の部順位〕 トウロクブジュンイ

								優勝　：　スワロークラブ 　　準優勝　：　ＫＳＶ unison　　３位　：　HC神戸　 ユウショウジュンユウショウイコウベ

								４位　：　西宮東クラブ　　５位　：　Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ イニシノミヤヒガシイ

				〔リージョナルの部順位〕 ブジュンイ

								優勝　：　ユーカリクラブ 　　準優勝　：　明石球友会 　 ３位　：　滝川タイガース　　 ユウショウジュンユウショウアカシキュウユウカイイタキガワ

								４位　：　ＴｅａｍＴ　（県警クラブは棄権） イケンケイキケン



HP Customer:
セルEには数式を入れています。
セルFに前後半の得点を入力してください。



Ａ登録


チーム西宮東クラブＨＣ神戸KSV　unisonスワロークラブフラップフィールド


西宮東クラブ 1496


ＨＣ神戸 1073


KSV　unison 28


スワロークラブ 5


フラップフィールド




リージョナル


チーム滝川タイガース明石球友会チームTユーカリクラブ県警クラブ


滝川タイガース アカクウ


明石球友会 エコキ


チームT イケ


ユーカリクラブ オ


県警クラブ




6月24日（25-10-25)


時間 審判・オフィシヤル


10:00～11:001 フラップフィールド


11:10～12:102 西宮東クラブ


12:20～13:203 スワロークラブ


13:30～14:304 HC神戸


14:40～15:405 KSV　unison


組み合わせ


ＨＣ神戸 　　　　    ｖｓ　   西宮東クラブ


スワロークラブ 　   ｖｓ　   KSV　unison


神戸国際大学


ＨＣ神戸　　　　　   ｖｓフラップフィールド　


KSV　unison　　    ｖｓ　   西宮東クラブ


フラップフィールド  ｖｓ　 スワロークラブ




7月1日（15-5-15)


時間 審判・オフィシヤル


10:00～10:35ア 県警クラブ


10:45～11:20イ 明石球友会


11:30～12:05ウ ユーカリクラブ


12:15～12:50エ 滝川タイガース


13:00～13:35オ 明石球友会


13:45～14:20カ ユーカリクラブ


14:30～15:05キ チームＴ


15:15～15:50ク 県警クラブ


16:00～16:35ケ 滝川タイガース


16:45～17:20コ チームＴ


ユーカリクラブ   　  ｖｓ　      県警クラブ


明石球友会         ｖｓ           チームＴ


滝川タイガース   　ｖｓ　    明石球友会


チームＴ              ｖｓ    ユーカリクラブ


滝川タイガース   　ｖｓ　      県警クラブ


明石球友会         ｖｓ    ユーカリクラブ


滝川タイガース     ｖｓ           チームＴ


明石球友会　       ｖｓ　      県警クラブ


滝川タイガース     ｖｓ           ユーカリ


チームＴ　            ｖｓ　      県警クラブ


神戸国際大学


組み合わせ




7月8日（25-10-25)


時間 審判・オフィシヤル


10:00～11:006 KSV　unison


11:10～12:107 西宮東クラブ


12:20～13:208 HC神戸


13:30～14:309 フラップフィールド


14:40～15:4010 スワロークラブ


KSV　unison　      ｖｓフラップフィールド


スワロークラブ　    ｖｓ　   西宮東クラブ


ＨＣ神戸　           ｖｓ　    KSV　unison


神戸国際大学


組み合わせ


フラップフィールド  ｖｓ     西宮東クラブ


スワロークラブ　    ｖｓ　        ＨＣ神戸
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12 0


17


県警ハンドボールクラブケＴｅａｍＴ


24 15


11


ＴｅａｍＴ 21ユーカリクラブ


キ明石球友会 12 0


ク滝川タイガース 8 14


16


ＴｅａｍＴ


オ


カ滝川タイガース


12 0県警ハンドボールクラブ


コ明石球友会


〔リージョナル〕


16


ＴｅａｍＴ


ユーカリクラブ


ユーカリクラブ


滝川タイガース 12


12


県警ハンドボールクラブ


16 11


イ


エ明石球友会


ア滝川タイガース


0県警ハンドボールクラブ


ユーカリクラブ


ウ


明石球友会




9-9


8-13


15-15


12-13


13-10


17-13


17-9


16-12


9-12


11-17


33 21西宮東クラブ


20 29ＫＳＶ unison


7スワロークラブ


10HC神戸


9スワロークラブ


Ｆｌａｐ Ｆｉｅｌｄ 17


〔Ａ登録〕


6 西宮東クラブ22


Ｆｌａｐ ＦｉｅｌｄＫＳＶ unison 30


27 28HC神戸


238




