
福島県ハンドボール協会 平成31年度年間計画(案） 2019/4/5

月 日程 事　　　業　　　名 面数 開催会場 主管地区・開催地

4  4(木) 第1回常任理事会（春季大会組合せ）AM 本宮市総合体育館会議室 県協会

 6(土)7(日) 第15回福島県中学校選抜大会 2 本宮市総合体育館 中学校

19(金)～21(日) 第70回福島県春季選手権大会 3 本宮市総合体育館 本宮一中体育館 本宮高校 県北

5  7(火)～12(日) 第9回全日本社会人選手権大会 福井市　永平寺町 福井県

14(火)～19(日） 第54回東北学生春季リーグ戦 2 山形県　東根市民体育館 学連

6 5/31(金)6/3(月) 第65回福島県高等学校体育大会 4 石川町総合・学石体育館・光南高校 県南

19(水) 第2回常任理事会（県総体組合せ）PM 本宮市総合体育館会議室 県協会

23(日) 全国・東日本小学生大会福島県予選会 2 石川町総合体育館 県協会・普及部

27(木)～30(日) 第72回東北高等学校選手権大会 3 セキスイハイム　スーパーアリーナ 宮城県

第42回東北クラブ選手権大会 2

第24回ジャパンオープントーナメント東北予選会 +α

7  5(金)～ 7(日) 第72回福島県総合体育大会 2 本宮市総合体育館 県北

15(月) 第44回日本リーグ　福島大会 1 福島市国体記念体育館 福島市協会・県協会

20(土)～21(日) 第70回東北地区大学総合体育大会 2 秋田県立体育館 秋田県

21(日) 第11回福島県小学生夏季ハンドボール交流大会 2 本宮総合体育館 県協会・普及部

22(月)～24(水) 第62回福島県中学校体育大会 2 石川町総合体育館 中体連

29(月)～30(火) NTS東北ブロックトレーニング小学生・高校生 花巻市総合体育館 岩手県

8  1(木)～ 5(月) 第32回全国小学生大会 京田辺市田辺中央体育館他 京都府・京田辺市

 2(金)～ 4(日) 第49回東北中学校ハンドボール大会  2 東根市民体育館 山形県

 2(金)～ 4(日) 第27回全日本マスターズ大会 札幌市　江別市 北海道

 4(日)～ 9(金) 第70回全国高等学校総合体育大会 6 山鹿市　菊池市　玉名市　合志市 高体連　熊本県

 7(水)～ 8(木) NTS東北ブロックトレーニング中学生 花巻市民体育館 岩手県

 9(金)～13(火) 第24回ジャパンオープントーナメント・鹿児島国体リハーサル 霧島市 鹿児島県

12(月)～14(水) 第41回東日本学生選手権大会              富山市 富山県

20(火)～23(金) 第48回全国中学校大会 神戸市 兵庫県

22(木)～25(日) 第46回東北総合体育大会 3 石川町総合・やぶさめアリーナ 福島県　県南

23(金)～25(日) 第46回全国高等専門学校選手権大会  周南市 山口県

24(土)～25(日) 第27回東日本小学生大会(チェリーカップ) 東根市民体育館 山形県

9  7(土)～ 8(日) 第28回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ東北予選会  湯沢市総合体育館　湯沢北中学校体育館 秋田県

10(火) 第3回常任理事会（日本選手権福島St.組合せ・中間反省）PM 本宮市総合体育館会議室 県協会
20(金)～23(月)
28(土)29(日) 第64回東北学生秋季リーグ戦  　　　　　　　　 ２

１ カメイアリーナ／仙台大体育館 宮城県

21(土)～22(日) 第56回東北総合選手権大会兼日本選手権福島県ステージ 2

22(日) 会長杯第18回福島県小学生大会 2

23(月) 第２回福島県マスターズ大会 2

10   3(木)～ 8(火) 第74回国民体育大会  常総市　坂東市　守谷市 茨城県

 19(土)～20(日) 第71回日本選手権東北ステージ 2 マエダアリーナ 青森県

11  2(土)～ 3(日) 第17回東北マスターズ大会 湯沢市総合体育館 秋田県

 8(金)～12(火) 男子第62回女子55回全日本学生選手権大会              6 グランディ21、加盟アリーナ、元気フィールド仙台 宮城県

 9(土)～10(日) 第34回福島県中学校新人ハンドボール選手権大会  2 本宮総合体育館 県協会・中学校

 9(土)～10(日) 第17回全日本車いすハンドボール大会 鳴門市 徳島県

15(金)～17(日) 第58回福島県高等学校新人体育大会 3 本宮市総合体育館・本宮一中体育館 県南

18(月)～24(日) 第71回日本選手権大会　男子の部 港区、墨田区、渋谷区 東京都

20(火) 第4回常任理事会（県選手権組合せ）PM 本宮市総合体育館会議室 県協会

30(土)12/1(日) 第14回東北小学生大会 2 花巻市総合体育館 岩手県

12  1(日) 第10回福島県小学生冬季ハンドボール交流大会 2 本宮市総合体育館 県協会・普及部

 6(金)～ 8(日) 第62回福島県総合選手権大会  3 本宮市総合体育館 本宮一中体育館　　 県南

21(土)～25(水) 第71回日本選手権大会　女子の部

22(日)～26(木) 第28回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ さいたま市 埼玉県

1 　(　)～　 (　) NTSセンタートレーニングU-16 ナショナルトレーニングセンター 東京都

　(　)～　 (　) NTSセンタートレーニングU-13 ナショナルトレーニングセンター 東京都

 5(日)～ 6(月) 第43回全国高等学校選抜大会東北予選会県代表決定戦　　 2 あづま総合体育館 県北

18(土) 第34回福島県中学校新人ハンドボール選手権大会  2 あづま総合体育館 県協会・中体連

2 1/30(木)2/2(日) 第43回全国高等学校選抜大会東北予選会　 3 東根市民体育館・東根中央公園 山形県

 6(木) 第5回常任理事会（総会について）AM 本宮市総合体育館会議室 県協会

 8(土)～ 9(日) 第43回福島県ハンドボール協会講習会（年代別）           本宮市総合体育館 普及部

22(土)～23(日) 第43回福島県ハンドボール協会講習会（中央派遣）            本宮市総合体育館 普及部

3  8(日) 第6回常任理事会AM・福島県ハンドボール協会総会 郡山高校 槻望館（予定） 県協会

 8(日) 福島県ハンドボール協会納会

25(水)～29(日) 第15回春の全国中学生選手権大会 氷見市ふれあいスポーツセンター他 富山県

24(火)～29(日) 第43回全国高等学校選抜大会　 埼玉県／千葉県

28(土)～29(日) 第26回中学生親善交流大会 2 本宮総合体育館 県協会・中学校

花巻市総合体育館 岩手県29(土)～30(日)

社会人・普及部
・県北・

（いわき・会津）
本宮市総合体育館
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