
◆8月18日（土）　【開会式前日】　
場　　所
時　　間 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側
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守谷市常総運動公園体育館 坂東市岩井体育館 岩井高校体育館

第41回全国中学校ハンドボール大会　公式練習会場割当

あ う お
10:00～

11:00

11:00～

12:00

13:00～

こ さ し

か

き く け

す せ

あ い う え お

ち つそ た
14:00

14:00～

15:00

15:00～

16:00
の は ひ ふ

す せ ち つ

て と な に ぬ ね

そ た

へ ほ
16:00～

17:00

　監督の先生方へ〈連絡事項〉

各チ ムの公式練習会場及び時間を事務局で振り分けさせていただきました （但し １／２のコ トです ）

ま み む め も や

　各チームの公式練習会場及び時間を事務局で振り分けさせていただきました。（但し、１／２のコートです。）
　次の場合、必ず事務局へご連絡お願いいたします。
　○　19日(日)の計画で、チーム同士の「入れ替え」がある場合
　　　該当監督同士で話し合われた上、事務局にご連絡ください。

　○　開会式前日（18日）に練習会場を希望する場合
　　　18日(土)坂東会場，岩井高校体育館，守谷会場は上表の通りに使用できます。

　　　ＦＡＸのみの受付とし、先着順、１チーム１枠（半面）となります。ご送信の際は、別紙送信用紙をご利用ください。
　　　８月13日(月)までに申し込みを行ってください。

　　　全中事務局　　　　　　　　ＴＥＬ　090-7255-8450　　　　　　　　ＦＡＸ　0297-45ｰ0565



◆8月19日（日）　【開会式当日】
場　　所
時 間 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側

第41回全国中学校ハンドボール大会　公式練習会場割当

守谷市常総運動公園体育館水海道一高体育館 岩井高校体育館 守谷高校体育館
時　　間 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側

9:00～ 東邦大東邦 水海道 鹿骨 東久留米西 水海道西 西中原 けやき台 けやき台

千葉県 茨城県 東京都 東京都 茨城県 神奈川県 茨城県 茨城県

9:50 関東1位　男 開催地　女 関東2位　男 関東2位　女 関東3位　男 関東3位　女 開催地　男 関東1位　女　

9:50～ 氷見南部 大体大附 はとり 上野 菰野 桜田 東山 中山

富山県 大阪府 愛知県 愛知県 三重県 愛知県 岐阜県 岐阜県

10:40 北信越2位　男 近畿2位　男 東海1位　男 東海1位　女 東海2位　男 東海2位　女 東海3位　男 東海3位　女

10:40～ 明倫 氷見十三 本宮第一 小松南部 豊中第一 高南 信夫 培良

福井県 富山県 福島県 石川県 大阪府 大阪府 福島県 京都府

11:30 北信越1位 男 北信越1位 女 東北 男 北信越2位 女 近畿1位 男 近畿1位 女 東北 女 近畿2位 女11:30 北信越1位　男 北信越1位　女 東北　男 北信越2位　女 近畿1位　男 近畿1位　女 東北　女 近畿2位　女

11:30～ 平田 平田 総社西 総社西 塩江 香川第一 月輪 荒川

山口県 山口県 岡山県 岡山県 香川県 香川県 京都府 和歌山県

12:20 中国1位　男 中国1位　女 中国2位　男 中国2位　女 四国　男 四国　女 近畿3位　男 近畿3位　女

12:20～ 浦添 神森 多々良中央 仲西 大分 松橋 凌雲 凌雲12 20 浦添 神森 多々良中央 仲西 大分 松橋 凌雲 凌雲

沖縄県 沖縄県 福岡県 沖縄県 大分県 熊本県 北海道 北海道

13:10 九州1位　男 九州1位　女 九州2位　男 九州2位　女 九州3位　男 九州3位　女 北海道　男 北海道　女



◆８月20日（月）　【第１日目】 ◆８月21日（火）　【第２日目】 ◆８月22日（水）　【第３日目】
場　　所 場　　所 場　　所
時　　間 奥 入口側 時　　間 奥 入口側 時　　間 奥 入口側

8 00 8 00 8 00

第41回全国中学校ハンドボール大会　アップ会場割当

水海道体育館副競技場水海道体育館副競技場水海道体育館副競技場

8:00～ 8:00～ 8:00～
9:10 9:10 9:10

9:20～ 9:20～ 11:00～
10:30 10:30 12:10

10:40～ 10:40～
11:50 11:50

12:00～ 12:00～ 場 所 守谷高校体育館

水海道

氷見十三 仲西

けやき台 勝者

A11の勝者 A12の勝者

A14の勝者 C14の勝者

総社西

桜田 信夫

浦添氷見南部

勝者勝者

Ｂ６の勝者Ｂ４の勝者

水海道西本宮第一

12:00～ 12:00～ 場　　所
13:10 13:10 時　　間 奥 入口側

13:20～ 13:20～ 8:00～
14:30 14:30 9:10

守谷高校体育館
けやき台 Ａ１の勝者

高南 Ａ２の勝者 B11の勝者 B12の勝者Ｃ５の勝者Ａ９の勝者

Ａ８の勝者Ａ７の勝者

場　　所 場　　所
時　　間 奥 入口側 時　　間 奥 入口側

8:00～ 8:00～
9:10 9:10

9:20～ 9:20～
10:30 10:30

培良 中山

岩井高校体育館 岩井高校体育館

明倫多々良中央

上野小松南部 菰野豊中第一
10:30 10:30

10:40～ 10:40～
11:50 11:50

12:00～ 12:00～
13:10 13:10

13:20～ 13:20～
14:30 14:30

西中原香川第一

Ｂ１の勝者平田

神森 Ｂ２の勝者 Ｃ６の勝者Ｂ９の勝者

Ｂ８の勝者Ｂ７の勝者

Ｂ３の勝者Ｂ５の勝者

場　　所 場　　所
時　　間 奥 入口側 時　　間 奥 入口側

8:00～ 8:00～

守谷高校体育館 守谷高校体育館

8:00～ 8:00～
9:10 9:10

9:20～ 9:20～
10:30 10:30

10:40～ 10:40～
11:50 11:50

けやき台塩江 Ａ５の勝者 Ａ３の勝者

Ａ６の勝者Ａ４の勝者

凌雲Ｃ４の勝者大分大体大附

総社西 東山
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