
開始 終了 開始 終了

1 9:30 ～ 10:10 男１ 天城ジュニアHC vs HC黒川 9:30 ～ 10:10 男４
北陸電力ジュニア

ブルーロケッツ
vs 高知JHC 男７ 真弓クラブ vs 生田HCボンバーズ 男10 東根HBスポ少 vs 神森小HBC

2 10:20 ～ 11:00 女１ 安堵の里HBC vs 群馬ジュニアHBC 10:20 ～ 11:00 女４ MOTION函館HBC vs 神埼ジュニアHBC 女６ 高山ミニHBC vs 新居浜ジュニアHBC 女８ HC市川 vs Blue Sakuya Jr.

3 11:10 ～ 11:50 男２ 十和田ジュニアHC vs 神埼ジュニアHBC 11:10 ～ 11:50 男５ 府中HBC vs 米子ジュニアHC 男８ いわきジュニアHBC vs 宮崎HBスポ少 男11 豊里HC vs 愛媛ジュニアーズ

4 12:00 ～ 12:40 女２ Volpe滝沢HBC vs 安芸高田HBC 12:00 ～ 12:40 女５ 小松ジュニアHBC vs かすやブルーガッツ 女７ 山梨市HBスポ少 vs CERASUS長尾 女９ 御殿場HBC vs 三松HBスポ少

5 12:50 ～ 13:30 男３ 岐阜ＭＨＣレッドチル vs HC宇土 12:50 ～ 13:30 男６ 北部キッズHBC vs 御殿場HBC 男９ 塩山HBスポ少 vs IDBスポーツクラブ 男12 明石ジュニア vs 亀山HBS

6 13:40 ～ 14:20 女３ 東海HBS vs
ヴィアティン三重

HBC 13:40 ～ 14:20

7 14:30 ～ 15:10 14:30 ～ 15:10

8 15:20 ～ 16:00 15:20 ～ 16:00

開始 終了 開始 終了

1 9:30 ～ 10:10 女10 リトルSun'sHBC vs 群馬ジュニアHBC 9:30 ～ 10:10 女14 花園HBC vs MOTION函館HBC 女18 松井ケ丘小HBC vs 高山ミニHBC 女22 joseph蓮池 vs Blue Sakuya Jr.

2 10:20 ～ 11:00 男13 桃園HBC vs 天城ジュニアHC 10:20 ～ 11:00 男17 霧島ジュニアHBC vs
北陸電力ジュニア

ブルーロケッツ
男21 松井ケ丘小HBC vs 生田HCボンバーズ 男25 かすやブルーガッツ vs 神森小HBC

3 11:10 ～ 11:50 女11 下郡HBスポ少 vs 大崎HBCスポ少 11:10 ～ 11:50 女15 尾花沢HBスポ少 vs 春日HBC 女19 スポ少 守谷クラブ vs 倉敷ジュニアHBC 女23 比美乃江HBC vs 境港マリンバード

4 12:00 ～ 12:40 男14 綾川ジュニアHBC vs Volpe滝沢HBC 12:00 ～ 12:40 男18 府中HBC vs HC栃木 男22 徳島HBCジュニア vs 能美ジュニアHBC 男26 豊里HC vs 東海HBS

5 12:50 ～ 13:30 女12 高知JHC vs Volpe滝沢HBC 12:50 ～ 13:30 女16 川口HBC vs UP-BEAT 女20
北陸電力ジュニア

ブルーロケッツ
vs ＬＩＴＴＬＥ　ＧＵＴＳ 女24 信夫クラブ vs 名手HB教室

6 13:40 ～ 14:20 男15 明野西HBスポ少 vs 神埼ジュニアHBC 13:40 ～ 14:20 男19 呉ジュニアHC vs かくみやHC 男23 キタイスポーツクラブ vs 宮崎HBスポ少 男27 岩出HB教室 vs 窪スポ少HB部

7 14:30 ～ 15:10 女13
ヴィアティン三重

HBC
vs HC栃木 14:30 ～ 15:10 女17 小松ジュニアHBC vs 薪小HBC 女21 CERASUS長尾 vs 生田HCボンバーズ 女25 三松HBスポ少 vs 小金井HBC

8 15:20 ～ 16:00 男16 HC宇土 vs MOTION函館HBC 15:20 ～ 16:00 男20 北部キッズHBC vs さいたま市HBC 男24 塩山HBスポ少 vs 群馬ジュニアHBC 男28 亀山HBS vs HC市川

開始 終了 開始 終了

1 9:30 ～ 10:10 男29 桃園HBC vs 綾川ジュニアHBC 9:30 ～ 10:10 男31 霧島ジュニアHBC vs 府中HBC 男33 松井ケ丘小HBC vs 能美ジュニアHBC 男35 かすやブルーガッツ vs 豊里HC

2 10:20 ～ 11:00 男30 明野西HBスポ少 vs HC宇土 10:20 ～ 11:00 男32 呉ジュニアHC vs さいたま市HBC 男34 宮崎HBスポ少 vs 群馬ジュニアHBC 男36 窪スポ少HB部 vs HC市川

 11:10 ～ 11:50 女26 リトルSun'sHBC vs 下郡HBスポ少 11:10 ～ 11:50 女28 花園HBC vs 春日HBC 女30 松井ケ丘小HBC vs スポ少 守谷クラブ 女32 Blue Sakuya Jr. vs 比美乃江HBC

4 12:00 ～ 12:40 女27 Volpe滝沢HBC vs
ヴィアティン三重

HBC 12:00 ～ 12:40 女29 UP-BEAT vs 薪小HBC 女31
北陸電力ジュニア

ブルーロケッツ
vs CERASUS長尾 女33 名手HB教室 vs 小金井HBC

5 12:50 ～ 13:30 12:50 ～ 13:30

6 13:40 ～ 14:20 男37 桃園HBC vs HC宇土 13:40 ～ 14:20 男38 霧島ジュニアHBC vs 呉ジュニアHC 男39 松井ケ丘小HBC vs 群馬ジュニアHBC 男40 かすやブルーガッツ vs 窪スポ少HB部

7 14:30 ～ 15:10 女34 リトルSun'sHBC vs
ヴィアティン三重

HBC 14:30 ～ 15:10 女35 花園HBC vs 薪小HBC 女36 松井ケ丘小HBC vs CERASUS長尾 女37 比美乃江HBC vs 小金井HBC

8 15:20 ～ 16:00 15:20 ～ 16:00

開始 終了 開始 終了

1 9:30 ～ 10:10 女38 リトルSun'sHBC vs 薪小HBC

2 10:25 ～ 11:05 女39 松井ケ丘小HBC vs 比美乃江HBC

3 11:20 ～ 12:00 男41 桃園HBC vs 霧島ジュニアHBC

4 12:15 ～ 12:55 男42 松井ケ丘小HBC vs 窪スポ少HB部

5 13:20 ～ 14:00 女40 薪小HBC vs 松井ケ丘小HBC

6 14:20 ～ 15:00 男43 桃園HBC vs 窪スポ少HB部

第32回全国小学生ハンドボール大会　大会組合せ･競技日程
THE 32nd ALL JAPAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS HANDBALL CHAMPIONSHIP 2019

８
月
２
日

(

金

)

田辺中央体育館（Ａコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｂコート）（東） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｃコート）（北） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｄコート）（南）

１３：４０～１５：５５　交流戦（７試合×３コート）
１４：３０～１６：０５ 交流戦（５試合）

８
月
４
日

(

日

)

田辺中央体育館（Ａコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｂコート）（東） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｃコート）（北） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｄコート）（南）

１２：５０～１３：２５　交流戦(２試合)

１５：２０～１６：１５　交流戦（３試合×３コート）

１２：５０～１３：２５　交流戦（２試合×３コート）

８
月
３
日

(

土

)

田辺中央体育館（Ａコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｂコート）（東） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｃコート）（北） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｄコート）（南）

８
月
５
日

(

月

)

田辺中央体育館（Ａコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｂコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｃコート） 同志社大学デイヴィス記念館（Ｄコート）

（同志社大学会場は競技無し）

試合時間は、前半１５分－(休憩１０分)－後半１５分とし、試合間は１０分間とする。

交流戦の試合時間は１試合１５分間とし、試合間は５分間とする。

(略称)　小学校→小、ハンドボール→HB、ハンドボールクラブ→HBC、ハンドボールスクール→HBS、スポーツ少年団→スポ少、クラブ→C


