
平成２５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12日・26日 8月10日～14日 8月17日・18日 5月31日～6月2日 7月13日・14日 6月22日 5月6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・全国大会予選 加古川市招待中学生大会

ＪＯＴ予選 （熊本県熊本市他） （青森県十和田市） (武庫川女子大学総合グランド) (神戸国際大学附属高校） (神戸中央体育館） (加古川市総合体育館）

クラブ選手権中地区大会予選 6月7日～9日 7月20日・21日

(神戸中央体育館） 11月23日～27日 県総合体育大会 中学校総体(東播） 8月1日～4日 8月1日・2日

全日本学生選手権 (神戸中央体育館） (加古川市立平岡中学校） 全国小学生大会 加古川市招待高校生大会

6月22日・23日 （山梨県甲府市・山梨市） 7月13日～15日 7月27日・28日 （京都府京田辺市） (加古川市総合体育館）

ＪＯＴ近畿地区予選 近畿高校選手権 県中学総体

（グリーンアリーナ神戸） （和歌山県和歌山市） (加古川市総合体育館） 8月11日 8月下旬

7月30日～8月4日 8月7日・8日 近畿小学生大会 西宮市夏季大会

6月30日・7月7日・14日 全日本高校選手権大会 近畿中学総体 (滋賀県長浜ドーム） (西宮中央体育館）

県民大会 （佐賀県神埼市他） （滋賀県）

(神戸国際大学） 8月6日～9・12日 8月20日～23日 8月24日・25日 2月1日・2日

県民大会 全国中学校大会 近畿ＮＴＳ 神戸市高校選手権

7月20日・21日 (垂水健康公園） （愛知県豊田市） （大阪府堺市） （神戸中央体育館）

全国クラブ選手権大会・中 8月12日～15日 8月24日・25日

（大阪府堺市） 長浜カップ 近畿ＮＴＳ 10月12日 2月8日・9日

(滋賀県長浜ドーム) （大阪府堺市） 秋季大会 兵庫県総合選手権

8月2日～4日 8月16日・17日 8月31日～9月1日 （高砂市総合体育館） (グリーンアリーナ神戸）

全国マスターズ大会 国体近畿予選 ＪＯＣカップ近畿予選

（岩手県・花巻市） （奈良県生駒市・奈良市） （京都府） 1月下旬～2月上旬 2月中旬

8月24日・25日 10月19日・20日 ピーチカップ 西宮市冬季大会

8月11日～14日 近畿ＮＴＳ 中学校新人（東播） (岡山県） (西宮中央体育館）

ジャパンオープントーナメント （大阪府堺市） （大久保中学校）

（長崎県・佐世保市） 10月3日～7日 11月4日・9日 3月2日

国民体育大会 中学校新人(神戸） 神戸市マスターズ大会

8月17日・18日 （東京都墨田区他） （神戸中央体育館） （神戸中央体育館）

国体近畿予選 11月16・17・23・24日 12月7日・8日

（奈良県生駒市） 県新人大会 県中学校新人大会 3月開催予定

(加古川市総合体育館） (神戸国際・神戸星城) 加古川市市民大会

8月24日・25日 12月23日～25日 12月24日～27日 (加古川市総合体育館）

全日本ビーチハンド選手権 近畿私学大会 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

(兵庫県神戸市） （大阪府） (福島県福島市）

1月4日～6日 1月11日～13日

10月3日～7日 ＮＴＳセンタートレーニング ＮＴＳセンタートレーニング

国民体育大会 （東京都北区） （東京都北区）

（東京都墨田区他） 1月24日～26日 1月11～13日のいずれか

近畿新人大会 春の全国中学生選手権

10月20日・27日 （奈良県生駒市） 代表決定戦

クラブ選手権 3月25日～30日 （未定）

神戸市総合体育大会 全国高校選抜大会 3月25日～29日

(神戸中央体育館） （愛知県豊田市・岡崎市） 春の全国中学生選手権

（富山県氷見市）

12月15日

近畿クラブ対抗選手権

(神戸中央体育館）
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		平成２５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12日・26日 ガツ ニチ ニチ		8月10日～14日 ガツ ニチ ニチ		8月17日・18日 ガツ ニチ ニチ		5月31日～6月2日 ガツ ニチ ガツ ニチ		7月13日・14日 ガツ ニチ ニチ		41447		41400

		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・全国大会予選 シュンキ タイカイ ゼンコク タイカイ ヨセン		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

		ＪＯＴ予選 ヨセン		（熊本県熊本市他） クマモトケン クマモトシ ホカ		（青森県十和田市） アオモリケン トワダシ		(武庫川女子大学総合グランド) ムコガワ ジョシ ダイガク ソウゴウ		(神戸国際大学附属高校） コウベ コクサイ ダイガク フゾク コウコウ		(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

		クラブ選手権中地区大会予選 センシュケン ナカ チク タイカイ ヨセン						6月7日～9日 ガツ ニチ ニチ		7月20日・21日 ガツ ニチ ニチ

		(神戸中央体育館） コウベ チュウオウ タイイクカン		11月23日～27日 ガツ ニチ ニチ				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		8月1日～4日 ガツ ニチ ニチ		8月1日・2日 ガツ ニチ ニチ

				全日本学生選手権 ゼンニホン ガクセイ 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		(加古川市立平岡中学校） カコガワシリツ ヒラオカ チュウガッコウ		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

		6月22日・23日 ガツ ニチ ニチ		（山梨県甲府市・山梨市） ヤマナシケン コウフシ ヤマナシシ				7月13日～15日 ガツ ニチ ニチ		7月27日・28日 ガツ ニチ ニチ		（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

		ＪＯＴ近畿地区予選 キンキ チク ヨセン						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

		（グリーンアリーナ神戸） コウベ						（和歌山県和歌山市） ワカヤマケン ワカヤマシ		(加古川市総合体育館） カコガワシ ソウゴウ タイイクカン		41497		8月下旬 ガツゲジュン

								7月30日～8月4日 ガツ ニチ ガツ ニチ		8月7日・8日 ガツ ニチ ニチ		近畿小学生大会 キンキ ショウガクセイ タイカイ		西宮市夏季大会 ニシノミヤシ カキ タイカイ

		6月30日・7月7日・14日 ガツ ニチ ガツ ニチ ニチ						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		(滋賀県長浜ドーム） シガケン ナガハマ		(西宮中央体育館） ニシノミヤ チュウオウ タイイクカン

		県民大会 ケンミン タイカイ						（佐賀県神埼市他） サガケン カンザキシ ホカ		（滋賀県） シガケン

		(神戸国際大学） コウベ コクサイ ダイガク						8月6日～9・12日 ガツ ニチ ニチ		8月20日～23日 ガツ ニチ ニチ		8月24日・25日 ガツ ニチ ニチ		2月1日・2日 ガツ ニチ ニチ

								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		近畿ＮＴＳ キンキ		神戸市高校選手権 コウベシ コウコウ センシュケン

		7月20日・21日 ガツ ニチ ニチ						(垂水健康公園） タルミ ケンコウ コウエン		（愛知県豊田市） アイチケン トヨダ シ		（大阪府堺市） オオサカフ サカイシ		（神戸中央体育館） コウベ チュウオウ タイイクカン

		全国クラブ選手権大会・中 ゼンコク センシュケン タイカイ ナカ						8月12日～15日 ガツ ニチ ニチ		8月24日・25日 ガツ ニチ ニチ

		（大阪府堺市） オオサカフ サカイシ						長浜カップ ナガハマ		近畿ＮＴＳ キンキ		41559		2月8日・9日 ガツ ニチ ニチ

								(滋賀県長浜ドーム) シガケン ナガハマ		（大阪府堺市） オオサカフ サカイシ		秋季大会 シュウキ 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

		8月2日～4日 ガツ ニチ ニチ						8月16日・17日 ガツ ニチ ニチ		8月31日～9月1日 ガツ ニチ ガツ ニチ		（高砂市総合体育館） タカサゴシ ソウゴウ タイイクカン		(グリーンアリーナ神戸） コウベ

		全国マスターズ大会 ゼンコク タイカイ						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

		（岩手県・花巻市） イワテケン ハナマキシ						（奈良県生駒市・奈良市） ナラケン イコマシ ナラシ		（京都府） キョウトフ		1月下旬～2月上旬 ガツゲジュン ガツジョウジュン		2月中旬 ガツチュウジュン

								8月24日・25日 ガツ ニチ ニチ		10月19日・20日 ガツ ニチ ニチ		ピーチカップ		西宮市冬季大会 ニシノミヤシ トウキ タイカイ

		8月11日～14日 ガツ ニチ ニチ						近畿ＮＴＳ キンキ		中学校新人（東播） チュウガッコウ シンジン ヒガシ ハリ		(岡山県） オカヤマケン		(西宮中央体育館） ニシノミヤ チュウオウ タイイクカン

		ジャパンオープントーナメント						（大阪府堺市） オオサカフ サカイシ		（大久保中学校） オオクボ チュウガッコウ

		（長崎県・佐世保市） ナガサキケン サセボシ						10月3日～7日 ガツ ニチ ニチ		11月4日・9日 ガツ ニチ ニチ				41335

								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				神戸市マスターズ大会 コウベシ タイカイ

		8月17日・18日 ガツ ニチ ニチ						（東京都墨田区他） トウキョウト スミダク ホカ		（神戸中央体育館） コウベ チュウオウ 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

		国体近畿予選 コクタイ キンキ ヨセン						11月16・17・23・24日 ガツ ニチ		12月7日・8日 ガツ ニチ ニチ

		（奈良県生駒市） ナラケン イコマシ						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				3月開催予定 ガツ カイサイ ヨテイ

								(加古川市総合体育館） カコガワシ ソウゴウ タイイクカン		(神戸国際・神戸星城) コウベ コクサイ コウベ ホシ シロ				加古川市市民大会 カコガワシ シミン タイカイ

		8月24日・25日 ガツ ニチ ニチ						12月23日～25日 ガツ ニチ ニチ		12月24日～27日 ガツ ニチ ニチ				(加古川市総合体育館） カコガワシ ソウゴウ タイイクカン

		全日本ビーチハンド選手権 ゼンニホン センシュケン						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

		(兵庫県神戸市） ヒョウゴケン コウベシ						（大阪府） オオサカフ		(福島県福島市） フクシマケン フクシマ シ

								1月4日～6日 ガツ ニチ ニチ		1月11日～13日 ガツ ニチ ニチ

		10月3日～7日 ガツ ニチ ニチ						ＮＴＳセンタートレーニング		ＮＴＳセンタートレーニング

		国民体育大会 コクミン タイイク タイカイ						（東京都北区） トウキョウト キタク		（東京都北区） トウキョウト キタク

		（東京都墨田区他） トウキョウト スミダク ホカ						1月24日～26日 ガツ ニチ ニチ		1月11～13日のいずれか ガツ ニチ

								近畿新人大会 キンキ シンジン タイカイ		春の全国中学生選手権 ハル ゼンコク チュウガクセイ センシュケン

		10月20日・27日 ガツ ニチ ニチ						（奈良県生駒市） ナラケン イコマシ		代表決定戦 ダイヒョウ ケッテイセン

		クラブ選手権 センシュケン						3月25日～30日 ガツ ニチ ニチ		（未定） ミテイ

		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						全国高校選抜大会 ゼンコク コウコウ センバツ タイカイ		3月25日～29日 ガツ ニチ ニチ

		(神戸中央体育館） コウベ チュウオウ タイイクカン						（愛知県豊田市・岡崎市） アイチケン トヨタシ オカザキシ		春の全国中学生選手権 ハル ゼンコク チュウガクセイ センシュケン

										（富山県氷見市） トヤマケン ヒミシ

		41623

		近畿クラブ対抗選手権 キンキ タイコウ 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







編集





Sheet3





image1.emf

一般 大学 高専 高校 中学 小学生 各市協会


5月12日・26日 8月10日～14日 8月17日・18日


5月31日～6月2日


7月13日・14日 6月22日 5月6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・全国大会予選


加古川市招待中学生大会


ＪＯＴ予選


（熊本県熊本市他） （青森県十和田市）


(武庫川女子大学総合グランド)


(神戸国際大学附属高校）


(神戸中央体育館）


(加古川市総合体育館）


クラブ選手権中地区大会予選


6月7日～9日 7月20日・21日


(神戸中央体育館）


11月23日～27日


県総合体育大会


中学校総体(東播）


8月1日～4日 8月1日・2日


全日本学生選手権


(神戸中央体育館）


(加古川市立平岡中学校）


全国小学生大会


加古川市招待高校生大会


6月22日・23日


（山梨県甲府市・山梨市）


7月13日～15日 7月27日・28日


（京都府京田辺市）


(加古川市総合体育館）


ＪＯＴ近畿地区予選


近畿高校選手権


県中学総体


（グリーンアリーナ神戸）


（和歌山県和歌山市）


(加古川市総合体育館）


8月11日 8月下旬


7月30日～8月4日


8月7日・8日


近畿小学生大会 西宮市夏季大会


6月30日・7月7日・14日


全日本高校選手権大会


近畿中学総体


(滋賀県長浜ドーム）


(西宮中央体育館）


県民大会


（佐賀県神埼市他）


（滋賀県）


(神戸国際大学）


8月6日～9・12日


8月20日～23日 8月24日・25日 2月1日・2日


県民大会


全国中学校大会


近畿ＮＴＳ


神戸市高校選手権


7月20日・21日 (垂水健康公園）


（愛知県豊田市）


（大阪府堺市）


（神戸中央体育館）


全国クラブ選手権大会・中


8月12日～15日 8月24日・25日


（大阪府堺市） 長浜カップ 近畿ＮＴＳ 10月12日 2月8日・9日


(滋賀県長浜ドーム)


（大阪府堺市） 秋季大会


兵庫県総合選手権


8月2日～4日 8月16日・17日


8月31日～9月1日


（高砂市総合体育館）


(グリーンアリーナ神戸）


全国マスターズ大会


国体近畿予選


ＪＯＣカップ近畿予選


（岩手県・花巻市）


（奈良県生駒市・奈良市）


（京都府）


1月下旬～2月上旬


2月中旬


8月24日・25日 10月19日・20日 ピーチカップ


西宮市冬季大会


8月11日～14日 近畿ＮＴＳ


中学校新人（東播）


(岡山県）


(西宮中央体育館）


ジャパンオープントーナメント


（大阪府堺市）


（大久保中学校）


（長崎県・佐世保市）


10月3日～7日 11月4日・9日 3月2日


国民体育大会


中学校新人(神戸）


神戸市マスターズ大会


8月17日・18日


（東京都墨田区他） （神戸中央体育館） （神戸中央体育館）


国体近畿予選


11月16・17・23・24日


12月7日・8日


（奈良県生駒市）


県新人大会


県中学校新人大会


3月開催予定


(加古川市総合体育館）


(神戸国際・神戸星城)


加古川市市民大会


8月24日・25日


12月23日～25日 12月24日～27日


(加古川市総合体育館）


全日本ビーチハンド選手権


近畿私学大会


ＪＯＣジュニアオリンピックカップ


(兵庫県神戸市） （大阪府） (福島県福島市）


1月4日～6日 1月11日～13日


10月3日～7日


ＮＴＳセンタートレーニング ＮＴＳセンタートレーニング


国民体育大会 （東京都北区） （東京都北区）


（東京都墨田区他）


1月24日～26日


1月11～13日のいずれか


近畿新人大会


春の全国中学生選手権


10月20日・27日


（奈良県生駒市）


代表決定戦


クラブ選手権 3月25日～30日 （未定）


神戸市総合体育大会


全国高校選抜大会


3月25日～29日


(神戸中央体育館）


（愛知県豊田市・岡崎市）


春の全国中学生選手権


（富山県氷見市）


12月15日


近畿クラブ対抗選手権


(神戸中央体育館）




