
２０２２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

9・10 協会 高校生西北部地区春季大会 筑波大坂戸(9)・くまがやドーム(10)

10・17 中学 スプリングカップ予選リーグ 越谷市立栄進中学校グラウンド

16・23 中学 スプリングカップ予選リーグ 吉川中央中学校グラウンド(予備24,29日) 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

23・24 高校 関東大会県予選（大会1･2日目） くまがやﾄﾞｰﾑ・三郷・駒場・エイト 　　　関東大会県予選　代表者会議

26・27 高校 関東大会県予選（大会3日目） スポ総・北本　／　スポ総

29 高校 関東大会県予選（大会4日目） くまがやドーム 28 中学 第１回常任委員会/中学生委員会/全国クラブ大会専門部会 美園コミュニティーセンター

30 高校 関東大会県予選（大会5日目） くまがやドーム

社会人 関東ｸﾗﾌﾞ県予選兼ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ県予選

7 高校 関東大会県予選（最終日） 三郷市総合体育館 17 高校 第２回常任委員会･ｲﾝﾀｰﾊｲ予選代表者会議 スポーツ総合センター

14 協会 関東学生春季リーグ戦 三郷市総合体育館

29 高校 インターハイ予選(大会1日目) ドーム・三郷

4・5 中学 スプリングカップ決勝トーナメント 吉川総合体育館 4～6 令和4年度関東大会第68回関東高校選手権大会 神奈川県：藤沢市

11・12 高校 インターハイ予選(大会2日目) 駒場(草加)　／　スポ総･駒場･吉美

13 高校 インターハイ予選(大会3日目) ドーム

15 高校 インターハイ予選(大会4日目) ドーム 19 高校 高校1年生技術研修会代表者会議 三郷市総合体育館 21〜25 高松宮記念杯第10回全日本社会人選手権 福井県：福井市、永平寺町

18 高校 インターハイ予選(大会5日目) 駒場

19 高校 インターハイ予選(大会最終日) 三郷 (24～26) （第52回関東クラブ第42回関東社会人第27回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ関東予選） （東京都:八王子市他）

小学生 全国大会県予選会 未定 30 中学 プログラム編成委員会、全国クラブカップ専門部会 美園コミュニティーセンター

02〜03 第42回全国クラブ選手権大会・西地区大会 長崎県：長崎市

5 中学 学校総合体育大会代表者会議、全国クラブカップ専門部会 スポーツ総合センター 7/2〜2/28 第47回日本ハンドボールリーグ 各地

23・24・25 中学 学校総合体育大会 サイデン化学アリーナ 30〜8/4 高松宮記念杯第73回全日本高校選手権大会 愛媛県：松山市他

28 中学 学校総合体育大会 エイトアリーナ

29 中学 学校総合体育大会 浦和駒場体育館

29 中学 全国クラブカップ専門部会 浦和駒場体育館

31 中学 全国クラブカップ専門部会 大宮国際中等教育学校

04〜07 第35回全国小学生大会 京都府：京田辺市他

04〜07 中学 全国中学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞｶｯﾌﾟ2022 ｻｲﾃﾞﾝ化学ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ 4 中学 全国クラブカップ（役員事前会議/準備・諸会議・開始式） サイデン・プラザウエスト 04〜07 全国中学生ハンドボールクラブカップ２０２２(４日諸会議・開始式) 埼玉県：さいたま市

05〜07 第30回全日本マスターズ大会(交流型、順位決定型、11人制) 愛知県：豊田市

7～10 第51回関東中学校大会 群馬県：前橋市他

10〜14 第27回ジャパンオープントーナメント 鹿児島県：霧島市他

10〜14 男子第61回・女子第52回西日本学生選手権大会 山口県：周南市

7・8 協会 高校1年生技術研修大会 くまがやドーム 11〜13 第44回東日本学生選手権大会 北海道：函館市

19・20 協会 高校生西北部ジュニア大会 くまがやドーム 18〜21 第51回全国中学校大会 北海道：函館市

18〜21 第77回国体関東ブロック大会 東京都：八王子市

27・28 関東ＮＴＳ（Ｕ－１５） 山梨県：小瀬

02〜04 第49回全国高等専門学校選手権大会 高知県

03〜04 第24回全日本ビーチハンドボール選手権大会 神奈川県：三浦市

13 高校 第３回常任委員会 スポーツ総合センター

24 協会 関東学生秋季リーグ戦 三郷市総合体育館

24・25 中学 関東中学生選抜大会兼JOC関東地区予選会 ｻｲﾃﾞﾝ化学ｱﾘｰﾅ・ﾌﾟﾗｻﾞｳｴｽﾄ 23 中学 JOC関東地区予選会（事前全体会議・会場準備） サイデン化学アリーナ 24・25 第31回関東中学生選抜大会兼JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ関東地区予選会 埼玉県：さいたま市

　　　

22･26～28 高校 新人大会地区予選会（東） 吉川美南　文スポ　エイト　吉川総合 3 高校 新人大会地区予選代表者会議（東） 春日部工業 06〜10 第77回国民体育大会 栃木県：栃木市他

19･22～25･28 高校 新人大会地区予選会（西･北） ドーム(19･28)・東松山(22～25) 3 高校 新人大会地区予選代表者会議（西･北） 筑波大坂戸

25･26･30 高校 新人大会地区予選会（南） サイデン(25･26)・開智高校(30) 3 高校 新人大会地区予選代表者会議（南） 市立浦和

22・23 第38回関東少年少女大会 山梨県：小瀬

7 中学 プログラム編成委員会/全国クラブカップ専門部会（最終） 美園コミュニティーセンター

11 中学 新人体育大会代表者会議、さいたまCITYCUP（主担当会議） スポーツ総合センター 29・30 第74回日本選手権関東ブロック大会 茨城県：水海道

3 高校 新人大会地区予選会（東） 吉川総合 03〜07 高松宮記念杯男子65回女子58回全日本学生選手権大会 愛知県：豊田市他

3・5 高校 新人大会地区予選会（南） 駒場(3)・伊奈学園(5) 7 高校 第４回常任委員会･新人大会代表者会議 スポーツ総合センター 未定 第20回日本車椅子競技大会 福岡県：北九州市

6 中学 新人体育大会 吉川総合・草加市スポーツ健康都市記念

8・9 中学 新人体育大会 サイデン化学アリーナ

11 中学 新人体育大会 浦和駒場体育館

13・14 高校 県民総体兼新人大会(大会1日目) 駒場･吉美(13)・ｽﾎﾟ総･駒場･吉美(14)

18・23 高校 県民総体兼新人大会(大会2・3日目) くまがやドーム

26 高校 県民総体兼新人大会(大会4日目) 駒場 25 中学 さいたまCITYCUP（主担当会議） 美園コミュニティーセンター

27 高校 県民総体兼新人大会(大会最終日) 駒場

3 中学 U-13女子大会（１年生大会） 越谷市立栄進中学校グラウンド 4 第11回関東ＫＴＳ 山梨県：小瀬

10 中学 U-13男子大会（１年生大会） 越谷市立栄進中学校グラウンド 07〜11 第74回日本選手権大会（男子の部） 山口県：周南市

23～26 中学 さいたまCITYCUP ｻｲﾃﾞﾝ化学ｱﾘｰﾅ、八潮大原中 17〜18 第6回全日本マスターズシニア大会 愛媛県：松山市

23 中学 さいたまCITYCUP（全体会議） サイデン・プラザウエスト 23〜26 第31回JOCジュニアオリンピックカップ 徳島県：徳島市他

3・4・5 小学生 彩の国カップ くまがやドーム 05〜09 第74回日本選手権大会（女子の部） 鹿児島県：鹿児島市

21・22 中学 春の全国中学生選手権大会県代表決定戦 八潮市立大原中学校体育館 28 協会 理事会 スポ総(講堂) （14・15） （第7回関東小学生選抜大会） 東京都：多摩市他

未定 協会 県総合選手権大会 未定

3～5 第37回関東高校選抜大会 千葉県：市川市他

3 中学 第２回常任委員会/中学生委員会 美園コミュニティーセンター

未定 協会 中高交流ハンドボールフェスティバル 未定 10〜12 全日本社会人チャレンジ2023 福井県：永平寺町

15 高校 第５回常任委員会 スポーツ総合センター

25・26・27 中学 中学生地区選抜大会 大原中学校 19 協会 総会 三郷市文化会館 18〜21 第47回日本リーグプレーオフ 東京都：調布市、愛知県：稲沢市

25〜29 第46回全国高等学校選抜大会 男子:三重県、女子:岐阜県

26〜29 第18回春の全国中学生選手権大会 富山県：氷見市

※令和５年度関東中学校大会（埼玉県さいたま市）
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