
平成26年度　埼玉県ハンドボール協会行事予定表

月 日程 管轄 大会名 会場 日程 管轄 行事名 会場 日程 大会名 会場
12 協会 関東学生春季リーグ戦男子（３部） エイトアリーナ 15 高校 第1回常任委員会・専門委員会 スポーツ総合センター 25～28 第11回東アジアクラブ選手権（男・女） 中国重万州区

15 高校 関東第二次予選会代表者会議 スポーツ総合センター
12・13 高校 春季地区大会（西北） 12　東松山・大崎電気　１３　東松山 15 協会 理事会 スポーツ総合センター
中旬～5/11 中学 第2回スプリングカップ予選リーグ リーグ内の学校グラウンド
26 高校 関東第二次予選会 草加SHC･駒場・吉川美南高 25 中学 第１回常任委員会 浦和コミニュティーセンター
27 高校 関東第二次予選会 駒場･東松山・吉川美南高・開智高
29 高校 関東第二次予選会 エイトアリーナ・吉川美南高・開智高
3 協会 関東クラブ県予選 大崎電気体育館
4・5 高校 関東第二次予選会 草加ＳＨＣ
5 協会 関東クラブ県予選 草加ＳＨＣ
11 協会 関東クラブ県予選 大崎電気体育館
10 高校 関東第二次予選会 三郷市総合体育館
17 協会 関東学生春季リーグ戦（男子） 三郷市総合体育館 14 高校 第2回常任委員会 スポーツ総合センター 31～6/2 第60回関東高等学校選手権大会 川崎市とどろきアリーナ・宮前スポーツセンター
24 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 駒場・吉川美南高 14 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会代表者会議 スポーツ総合センター 横浜市平沼記念体育館
25 協会 県民総合体育大会兼国体県予選会 未定
27 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 吉川総合体・北本体育セ 27 協会 県総合体育大会組合わせ抽選会 川崎市立橘高校
7 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 三郷・エイト・草加SHC 13～15（案） 第19回ヒロシマ国際大会兼日韓定期戦2014 広島県広島市
7 協会 県民総合体育大会兼国体県予選会 草加ＳＨＣ
8 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 駒場・開智高 25～7/4（案） 第2回Ｕ－22東アジア選手権（男女） 香港
8 中学 第2回スプリングカップ決勝トーナメント 吉川市総合体育館 20～22 第44回関東クラブ選手権大会兼第34回全国クラブ選手権大会 東京都
14 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 エイトアリーナ 関東地区予選　第19回関東社会人選手権大会兼
14 協会 県民総合体育大会兼国体県予選会 エイトアリーナ
15 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 開智高 第19回ジャパンオープントーナメント関東予選会
21 高校 学校総合体育大会兼高校総体県予選会 さいたま市記念総合体育館 21 協会 高校1年生技術研修会代表者会議 さいたま市記念体育館 28～7/13 第19回女子ジュニア世界選手権 クロアチア
22 中学 第2回スプリングカップ決勝トーナメント エイトアリーナ
28 協会 県民総合体育大会兼国体県予選会 三郷市総合体育館
29 協会 小学生大会 吉川美南高

2～6 高松宮記念杯第4回全日本社会人選手権大会 愛知県名古屋市
4～8 西日本学生選手権大会（男子） 徳島県徳島市・鳴門市
12・13予定 第34回全国クラブ選手権大会・西地区大会 高知県高知市・春野市
12・13予定 第34回全国クラブ選手権大会・東地区大会 福島県本宮市

9 中学 学校総合体育大会代表者会議 スポーツ総合センター
19・20 第30回関東少年少女大会 山梨県小瀬スポーツ公園体育館

27 中学 学校総合体育大会 八潮エイト・文スポ・大原中学校 20～8/3 第5回女子ユース世界選手権 マケドニア・オフリド他
29 中学 学校総合体育大会 八潮エイト・草加ＳＨＣ 28・29（案） 第17回ハンドボール研究集会 茨城県つくば市　筑波大学予定
30・31 中学 学校総合体育大会 草加ＳＨＣ

1～3 第22回全日本マスターズ大会 沖縄県浦添市・那覇市予定
1～3予定 第27回全国小学生大会 京都府京田辺市
2～7 高松宮記念杯第65回全日本高校選手権大会 神奈川県川崎市・横浜市
2～14 第14回男子ジュニアアジア選手権 イラン・タブリーズ

9～11(12) 協会 高校1年生技術研修大会 上尾鷹の台高 3～10 第22回世界学生選手権（男・女） ポルトガル・ブラガ他
7～9 第43回関東中学校大会 群馬県富岡市
9～12 第19回ジャパンオープントーナメント（男女） 和歌山県和歌山市、紀の川市、岩出市

和歌山国体リハーサル大会
未定 第6回日韓小学生親善交流会（派遣） 韓国
8～10 東日本学生選手権大会 北海道札幌市
17～20 第43回全国中学校大会 愛媛県・松山市、伊予市
19・20予定 第41回全国高等専門学校選手権大会 徳島県鳴門市
21～24 第69回国民体育大会関東ブロック大会 栃木県栃木市

24 中学 中学校1年生技術研修会 さいたま市立田島中学校 23・24 第16回全日本ビーチハンドボール選手権大会 愛知県南知多町
23～29 第22回日韓中ジュニア交流大会（受入） 岩手県花巻市
27～30 西日本学生選手権大会（女子） 広島県広島市
30・31 第15回ＮＴＳブロックトレーニング（小･中） 山梨県甲府市
4～15 第6回男子ユース世界選手権 ヨルダン・アンマン
6・7 第15回ＮＴＳブロックトレーニング（6・7、高校生　6、小学生）山梨県甲州市、甲府市
13・14予定 第34回全国クラブ選手権大会・中地区大会 愛知県一宮市

13・14 協会 県クラブトーナメント兼ジャパンオープン県予選 エイトアリーナ 17 高校 第3回常任委員会 スポーツ総合センター 未定 日韓スポーツ交流（派遣/男子） 未定
20 協会 関東学生秋季リーグ戦（女子） 三郷市総合体育館 未定 日韓スポーツ交流（受入/男子） 未定

未定 第18回日韓スポーツ交流（派遣/女子） 未定
第18回日韓スポーツ交流（受入/女子） 未定

19～10/4 第17回アジア競技大会 韓国仁川
4・5 中学 第23回関東中学生選抜（ＪＯＣ）大会 エイトアリーナ・大原中学校 3 高校 新人大会地区予選会代表者会議（東） 春日部工高

3 高校 新人大会地区予選会代表者会議（西・北） 農大三高 16～20 第69回国民体育大会 長崎県佐世保市
3 高校 新人大会地区予選会代表者会議（南） さいたま市立浦和高 25～ 第39回日本リーグ（レギュラーシーズン） 各地

31・11/1・2・3・5 高校 新人大会地区予選会（南） さいたま市記念総合体育館・開智高・伊奈学園高 22 中学 新人体育大会代表者会議 スポーツ総合センター
1・3・7・8 高校 新人大会地区予選会（東） エイトアリーナ・文スポ・吉川美南高
1・2・3 高校 新人大会地区予選会（西・北） 農大三高グラウンド
2 中学 新人体育大会 八潮エイト・文スポ・大原中学校
7 中学 新人体育大会 三郷市総合体育館・吉川市総合体育館 14～21 第4回アジアビーチゲームズ タイ・プーケット
11 中学 新人体育大会 吉川市総合体育館・蓮田総合体育館
13 中学 新人体育大会 エイトアリーナ
14 高校 新人大会兼関東一次予選会 三郷・吉川美南高・吉川総合・北本 11 高校 第4回常任委員会 スポーツ総合センター 22・23 第12回日本車椅子競技大会 徳島県鳴門市
15 協会 日本リーグ 和光市総合体育館 11 高校 関東大会第一次予選会兼新人大会代表者会議 スポーツ総合センター 22～26 高松宮記念杯男子57回女子50回全日本学生選手権 岐阜県・岐阜市、各務原市
15 高校 新人大会兼関東一次予選会 和光市総合体育館 27～12/7未定 第15回女子アジア選手権 未定
16 高校 新人大会兼関東一次予選会 吉川美南高・開智高
24 高校 新人大会兼関東一次予選会 吉川美南高・開智高
28 高校 新人大会兼関東一次予選会 三郷市総合体育館
29 高校 新人大会兼関東一次予選会 三郷市総合体育館 29 第3回関東ＫＴＳ 山梨県　塩山市

5 中学 第2回常任委員会 浦和コミニュティーセンター
13 協会 日本リーグ 和光市総合体育館 24～28 第23回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 福島県福島市

24～28 第66回全日本総合選手権 愛知県名古屋市
4～6 ＮＴＳセンタートレーニング（高校生） 味の素ナショナルトレーニングセンター

10・11 中学 第１回春の全国中学生選手権大会県代表決定戦 吉川市総合体育館
11・18・24 協会 県総合選手権大会 各高校体育館 17 協会 理事会 県民活動センター（２０９） 10～12 ＮＴＳセンタートレーニング（中学生） 味の素ナショナルトレーニングセンター
25 協会 県総合選手権大会 三郷市総合体育館 17～2/1 第24回男子世界選手権 カタール・ドーハ
25 中学 ウインターカップ 三郷北中学校 1/30～2/1 第29回関東高校選抜大会 千葉県千葉市
11(男子） 協会 中高交流ハンドボールフェスティバル スポーツ総合センター 4 高校 第5回常任委員会 スポーツ総合センター 6～8 全日本社会人チャレンジ2015 岐阜県岐阜市
15（女子） 協会 中高交流ハンドボールフェスティバル 開智高校

21・22予定 第39回日本リーグプレーオフ 東京都・未定
22・25・26 高校 春季地区大会（東） 　 21 協会 評議員会 スポーツ総合センター 25～29 第10回春の全国中学生選手権大会 富山県氷見市

　　 25～30 第38回全国高校選抜大会 愛知県豊田市・岡崎市
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県内競技会および研修会 県内会議 県外競技会
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