
平成24年度　兵庫県ハンドボール協会　事業計画

一般 大学 高専 高校 中学 小学生 各市協会

5月13・20日 8月11日～15日 8月27日・28日 6月1日～3日 7月14日・16日 6月16日 4月21・22・29日

春季一般 西日本学生選手権 全国高等専門学校選手権大会 県総合体育大会 中学校総体(神戸市） 春季大会 神戸市市民体育大会

ＪＯＴ予選 （京都府） （広島県呉市） (武庫川学院総合グランド) (神戸中央体育館） （高砂市総合体育館） (垂水健康広場）

クラブ選手権西地区大会予選 11月14日～18日 6月8日～10日 7月21日・23日 8月3～5日 5月5・6日

(神戸中央体育館） 全日本学生選手権 県総合体育大会 中学校総体(東播） 全国小学生大会 加古川市招待中学生大会

6月16日・17日 (福岡県福岡市） (神戸中央体育館） (加古川市総合体育館） （京都府京田辺市） (加古川市総合体育館）

全国クラブ西地区大会 7月21日～24日 7月29・30日 8月12日 6月15日

近畿地区予選 県大学選手権 近畿高校選手権 県中学総体 近畿小学生大会 神戸市高校東西対抗

(神国大・神国附） （未定） (奈良県奈良市ほか） (加古川市総合体育館） (滋賀県長浜ドーム） (神戸中央体育館）

6月24日 7月29日～8月3日 8月7・8日 8月25日・26日 8月1・2日

県民大会 全日本高校選手権大会 近畿中学総体 ＮＴＳ 加古川市招待高校生大会

(神戸国際大学） (新潟県柏崎市） (大阪府堺市） (未定） (加古川市総合体育館）

6月30日・7月1日 8月6日～9日 8月19日～22日 10月27日 8月23・24日

ＪＯＴ近畿地区予選 県民大会 全国中学校大会 秋季大会・ピーチカップ選考会 西宮市夏季大会

(京都府） (垂水健康広場） (茨城県常総市他） （神戸市中央体育館） (西宮中央体育館）

7月1・8日 8月13日～16日 8月25・26日 9月15・16日

県民大会 長浜カップ ＮＴＳ 神戸市総合体育大会（中学）

(神戸国際大学） (滋賀県長浜ドーム) (未定） (神戸中央体育館）

7月21日・22日 8月17・18日 9月1・2日 9月22・23・29日

全国クラブ選手権大会・西 国体近畿予選 ＪＯＣカップ近畿予選 神戸市総合体育大会（高校）

(山口県） （和歌山県） (和歌山県橋本体育館） (神戸中央体育館）

8月10日～13日 8月25・26日 10月20・21日 12月9日

ジャパンオープントーナメント ＮＴＳ 中学校新人（東播） 神戸市クラブ秋季大会

(東京都） (未定） (大久保中学） (神戸中央体育館）

8月25・26日 10月5日～9日 11月 1月5・6日

国体近畿予選 国民体育大会 中学校新人（神戸） 西宮市冬季大会

(和歌山県・橋本体育館他） （岐阜県） (未定) (西宮中央体育館）

8月25・26日 11月17・18・24・25日 12月1・2日 2月2・3日

全日本ビーチハンド選手権 県新人大会 県中学校新人大会 神戸市高校選手権

(兵庫県神戸市） (加古川市総合体育館） (神戸国際・神戸星城) (神戸中央体育館）

10月5日～9日 12月23日～25日 12月24日～28日 2月10日

国民体育大会 近畿私学大会 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 加古川市市民大会

(岐阜県） (奈良県） (福島県福島市） (加古川市総合体育館）

10月21・27・28日 1月18日～20日 3月23日～27日 2月16日

クラブ選手権 近畿新人大会 春の中学生選手権 西宮市市内大会

神戸市総合体育大会 (滋賀県） （富山県氷見市） (西宮中央体育館）

(神戸国際大学） 3月25日～30日 2月16・17日

1月13日 全国高校選抜大会 兵庫県総合選手権

近畿クラブ対抗選手権 (静岡県） (グリーンアリーナ神戸）

(大阪府堺市） 3月10日

2月16・17日 神戸市マスターズ大会

兵庫県総合選手権 (神戸中央体育館）

(グリーンアリーナ神戸） 3月17日

神戸市クラブ春季大会

(神戸中央体育館）
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		平成24年度　兵庫県ハンドボール協会　事業計画 ヘイセイネンドヒョウゴケンキョウカイジギョウケイカク

		一般 イッパン		大学 ダイガク		高専 コウセン		高校 コウコウ		中学 チュウガク		小学生 ショウガクセイ		各市協会 カクシキョウカイ

		5月13・20日 ガツカ		8月11日～15日 ガツニチニチ		8月27日・28日 ガツニチニチ		6月1日～3日 ガツニチニチ		7月14日・16日 ガツニチニチ		41,076		4月21・22・29日 ガツニチ

		春季一般 シュンキイッパン		西日本学生選手権 ニシニホンガクセイセンシュケン		全国高等専門学校選手権大会 ゼンコクコウトウセンモンガッコウセンシュケンタイカイ		県総合体育大会 ケンソウゴウタイイクタイカイ		中学校総体(神戸市） チュウガッコウソウタイコウベシ		春季大会 シュンキタイカイ		神戸市市民体育大会 コウベシシミンタイイクタイカイ

		ＪＯＴ予選 ヨセン		（京都府） キョウトフ		（広島県呉市） ヒロシマケンクレシ		(武庫川学院総合グランド) ムコガワガクインソウゴウ		(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン		（高砂市総合体育館） タカサゴシソウゴウタイイクカン		(垂水健康広場） タルミケンコウヒロバ

		クラブ選手権西地区大会予選 センシュケンニシチクタイカイヨセン		11月14日～18日 ガツニチニチ				6月8日～10日 ガツニチニチ		7月21日・23日 ガツニチニチ		8月3～5日 ガツニチ		5月5・6日 ガツニチ

		(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン		全日本学生選手権 ゼンニホンガクセイセンシュケン				県総合体育大会 ケンソウゴウタイイクタイカイ		中学校総体(東播） チュウガッコウソウタイヒガシハリ		全国小学生大会 ゼンコクショウガクセイタイカイ		加古川市招待中学生大会 カコガワシショウタイチュウガクセイタイカイ

		6月16日・17日 ガツニチニチ		(福岡県福岡市） フクオカケンフクオカシ				(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン		(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン		（京都府京田辺市） キョウトフキョウタナベシ		(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン

		全国クラブ西地区大会 ゼンコクニシチクタイカイ						7月21日～24日 ガツニチニチ		7月29・30日 ガツニチ		41,133		41,075

		近畿地区予選 キンキチクヨセン		県大学選手権 ケンダイガクセンシュケン				近畿高校選手権 キンキコウコウセンシュケン		県中学総体 ケンチュウガクソウタイ		近畿小学生大会 キンキショウガクセイタイカイ		神戸市高校東西対抗 コウベシコウコウトウザイタイコウ

		(神国大・神国附） カミコクダイシンコクフ		（未定） ミテイ				(奈良県奈良市ほか） ナラケンナラシ		(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン		(滋賀県長浜ドーム） シガケンナガハマ		(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		40,718						7月29日～8月3日 ガツニチガツニチ		8月7・8日 ガツニチ		8月25日・26日 ガツニチニチ		8月1・2日 ガツニチ

		県民大会 ケンミンタイカイ						全日本高校選手権大会 ゼンニホンコウコウセンシュケンタイカイ		近畿中学総体 キンキチュウガクソウタイ		ＮＴＳ		加古川市招待高校生大会 カコガワシショウタイコウコウセイタイカイ

		(神戸国際大学） コウベコクサイダイガク						(新潟県柏崎市） ニイガタケンカシワザキシ		(大阪府堺市） オオサカフサカイシ		(未定） ミテイ		(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン

		6月30日・7月1日 ガツニチガツニチ						8月6日～9日 ガツニチニチ		8月19日～22日 ガツニチニチ		40,843		8月23・24日 ガツニチ

		ＪＯＴ近畿地区予選 キンキチクヨセン						県民大会 ケンミンタイカイ		全国中学校大会 ゼンコクチュウガッコウタイカイ		秋季大会・ピーチカップ選考会 シュウキタイカイセンコウカイ		西宮市夏季大会 ニシノミヤシカキタイカイ

		(京都府） キョウトフ						(垂水健康広場） タルミケンコウヒロバ		(茨城県常総市他） イバラギケンツネソウシホカ		（神戸市中央体育館） コウベシチュウオウタイイクカン		(西宮中央体育館） ニシノミヤチュウオウタイイクカン

		7月1・8日 ガツニチ						8月13日～16日 ガツニチニチ		8月25・26日 ガツニチ				9月15・16日 ガツニチ

		県民大会 ケンミンタイカイ						長浜カップ ナガハマ		ＮＴＳ				神戸市総合体育大会（中学） コウベシソウゴウタイイクタイカイチュウガク

		(神戸国際大学） コウベコクサイダイガク						(滋賀県長浜ドーム) シガケンナガハマ		(未定） ミテイ				(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		7月21日・22日 ガツニチニチ						8月17・18日 ガツニチ		9月1・2日 ガツニチ				9月22・23・29日 ガツニチ

		全国クラブ選手権大会・西 ゼンコクセンシュケンタイカイニシ						国体近畿予選 コクタイキンキヨセン		ＪＯＣカップ近畿予選 キンキヨセン				神戸市総合体育大会（高校） コウベシソウゴウタイイクタイカイコウコウ

		(山口県） ヤマグチケン						（和歌山県） ワカヤマケン		(和歌山県橋本体育館） ワカヤマケンハシモトタイイクカン				(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		8月10日～13日 ガツニチニチ						8月25・26日 ガツニチ		10月20・21日 ガツニチ				41,252

		ジャパンオープントーナメント						ＮＴＳ		中学校新人（東播） チュウガッコウシンジントウバン				神戸市クラブ秋季大会 コウベシシュウキタイカイ

		(東京都） トウキョウト						(未定） ミテイ		(大久保中学） オオクボチュウガク				(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		8月25・26日 ガツニチ						10月5日～9日 ガツニチニチ		11月 ガツ				1月5・6日 ガツカ

		国体近畿予選 コクタイキンキヨセン						国民体育大会 コクミンタイイクタイカイ		中学校新人（神戸） チュウガッコウシンジンコウベ				西宮市冬季大会 ニシノミヤシトウキタイカイ

		(和歌山県・橋本体育館他） ワカヤマケンハシモトタイイクカンホカ						（岐阜県） ギフケン		(未定) ミテイ				(西宮中央体育館） ニシノミヤチュウオウタイイクカン

		8月25・26日 ガツニチ						11月17・18・24・25日 ガツニチ		12月1・2日 ガツニチ				2月2・3日 ガツカ

		全日本ビーチハンド選手権 ゼンニホンセンシュケン						県新人大会 ケンシンジンタイカイ		県中学校新人大会 ケンチュウガッコウシンジンタイカイ				神戸市高校選手権 コウベシコウコウセンシュケン

		(兵庫県神戸市） ヒョウゴケンコウベシ						(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン		(神戸国際・神戸星城) コウベコクサイコウベホシシロ				(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		10月5日～9日 ガツニチニチ						12月23日～25日 ガツニチニチ		12月24日～28日 ガツニチニチ				41,315

		国民体育大会 コクミンタイイクタイカイ						近畿私学大会 キンキシガクタイカイ		ＪＯＣジュニアオリンピックカップ				加古川市市民大会 カコガワシシミンタイカイ

		(岐阜県） ギフケン						(奈良県） ナラケン		(福島県福島市） フクシマケンフクシマシ				(加古川市総合体育館） カコガワシソウゴウタイイクカン

		10月21・27・28日 ガツニチ						1月18日～20日 ガツニチニチ		3月23日～27日 ガツニチニチ				41,321

		クラブ選手権 センシュケン						近畿新人大会 キンキシンジンタイカイ		春の中学生選手権 ハルチュウガクセイセンシュケン				西宮市市内大会 ニシノミヤシシナイタイカイ

		神戸市総合体育大会 コウベシソウゴウタイイクタイカイ						(滋賀県） シガケン		（富山県氷見市） トヤマケンヒミシ				(西宮中央体育館） ニシノミヤチュウオウタイイクカン

		(神戸国際大学） コウベコクサイダイガク						3月25日～30日 ガツニチニチ						2月16・17日 ガツニチ

		41,287						全国高校選抜大会 ゼンコクコウコウセンバツタイカイ						兵庫県総合選手権 ヒョウゴケンソウゴウセンシュケン

		近畿クラブ対抗選手権 キンキタイコウセンシュケン						(静岡県） シズオカケン						(グリーンアリーナ神戸） コウベ

		(大阪府堺市） オオサカフサカイシ												41,343

		2月16・17日 ガツニチ												神戸市マスターズ大会 コウベシタイカイ

		兵庫県総合選手権 ヒョウゴケンソウゴウセンシュケン												(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン

		(グリーンアリーナ神戸） コウベ												41,350

														神戸市クラブ春季大会 コウベシシュンキタイカイ

														(神戸中央体育館） コウベチュウオウタイイクカン
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一般 大学 高専 高校 中学 小学生 各市協会


5月13・20日 8月11日～15日 8月27日・28日 6月1日～3日 7月14日・16日 6月16日 4月21・22・29日


春季一般


西日本学生選手権


全国高等専門学校選手権大会


県総合体育大会


中学校総体(神戸市）


春季大会


神戸市市民体育大会


ＪＯＴ予選 （京都府） （広島県呉市）


(武庫川学院総合グランド)


(神戸中央体育館）


（高砂市総合体育館）


(垂水健康広場）


クラブ選手権西地区大会予選


11月14日～18日


6月8日～10日 7月21日・23日 8月3～5日 5月5・6日


(神戸中央体育館）


全日本学生選手権


県総合体育大会


中学校総体(東播）


全国小学生大会


加古川市招待中学生大会


6月16日・17日 (福岡県福岡市）


(神戸中央体育館）


(加古川市総合体育館）


（京都府京田辺市）


(加古川市総合体育館）


全国クラブ西地区大会


7月21日～24日 7月29・30日 8月12日 6月15日


近畿地区予選 県大学選手権


近畿高校選手権


県中学総体


近畿小学生大会


神戸市高校東西対抗


(神国大・神国附）


（未定）


(奈良県奈良市ほか）


(加古川市総合体育館）


(滋賀県長浜ドーム）


(神戸中央体育館）


6月24日


7月29日～8月3日


8月7・8日 8月25日・26日 8月1・2日


県民大会


全日本高校選手権大会


近畿中学総体 ＮＴＳ


加古川市招待高校生大会


(神戸国際大学） (新潟県柏崎市） (大阪府堺市） (未定）


(加古川市総合体育館）


6月30日・7月1日


8月6日～9日 8月19日～22日 10月27日 8月23・24日


ＪＯＴ近畿地区予選


県民大会


全国中学校大会


秋季大会・ピーチカップ選考会


西宮市夏季大会


(京都府） (垂水健康広場）


(茨城県常総市他）


（神戸市中央体育館）


(西宮中央体育館）


7月1・8日 8月13日～16日 8月25・26日 9月15・16日


県民大会 長浜カップ ＮＴＳ


神戸市総合体育大会（中学）


(神戸国際大学）


(滋賀県長浜ドーム)


(未定）


(神戸中央体育館）


7月21日・22日 8月17・18日 9月1・2日 9月22・23・29日


全国クラブ選手権大会・西


国体近畿予選


ＪＯＣカップ近畿予選


神戸市総合体育大会（高校）


(山口県） （和歌山県）


(和歌山県橋本体育館）


(神戸中央体育館）


8月10日～13日 8月25・26日 10月20・21日 12月9日


ジャパンオープントーナメント


ＮＴＳ


中学校新人（東播）


神戸市クラブ秋季大会


(東京都） (未定） (大久保中学）


(神戸中央体育館）


8月25・26日 10月5日～9日 11月 1月5・6日


国体近畿予選 国民体育大会


中学校新人（神戸）


西宮市冬季大会


(和歌山県・橋本体育館他）


（岐阜県） (未定)


(西宮中央体育館）


8月25・26日


11月17・18・24・25日


12月1・2日 2月2・3日


全日本ビーチハンド選手権


県新人大会


県中学校新人大会 神戸市高校選手権


(兵庫県神戸市）


(加古川市総合体育館）


(神戸国際・神戸星城)


(神戸中央体育館）


10月5日～9日


12月23日～25日 12月24日～28日


2月10日


国民体育大会 近畿私学大会


ＪＯＣジュニアオリンピックカップ


加古川市市民大会


(岐阜県） (奈良県） (福島県福島市）


(加古川市総合体育館）


10月21・27・28日


1月18日～20日 3月23日～27日 2月16日


クラブ選手権 近畿新人大会


春の中学生選手権


西宮市市内大会


神戸市総合体育大会


(滋賀県）


（富山県氷見市）


(西宮中央体育館）


(神戸国際大学） 3月25日～30日 2月16・17日


1月13日


全国高校選抜大会 兵庫県総合選手権


近畿クラブ対抗選手権


(静岡県）


(グリーンアリーナ神戸）


(大阪府堺市） 3月10日


2月16・17日


神戸市マスターズ大会


兵庫県総合選手権


(神戸中央体育館）


(グリーンアリーナ神戸）


3月17日


神戸市クラブ春季大会


(神戸中央体育館）




