
第３５回全国小学生ハンドボール大会　トーナメント表　男子　令和４年８月４日（木）～８月７日（日）
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開催地 T京都 T-SQUARE京都
コラソン 琉球コラソンU-12男22 京都府 松井ケ丘 富山県 窪 男44 43 沖縄県

鹿児島県 BSJ Blue Sakuya Jr.
三松ハンドボールスポーツ少年団男21 熊本県 熊本豊福 大阪府 貝塚 男43 41 宮崎県 三松

40 大分県 明野北 明野北ハンドボールスポーツ少年団
熊本豊福 豊福ハンドボールクラブ男20 北海道 函館高盛 和歌山県 岩出HB 男42 39 熊本県

福岡県 春吉Jｒ HC春吉Jｒ．

長崎県 長崎小島 小島小学校ハンドボールクラブ38
36

6 12

20 28

高知 高知JHC男18 群馬県 群馬Ｊｒ 愛媛県 愛媛ジュ 男40 35 高知県
19 27

32

佐賀県 神埼Ｊｒ 神埼ジュニアハンドボールクラブ男19 香川県 RISE 福島県 いわき 男41

川島ジュニアハンドボールクラブRISE男17 鹿児島県 BSJ 三重県 VMHC 男39 33 香川県 RISE
愛媛県 愛媛ジュ 愛媛ジュニアーズ34

徳島ＨC 徳島ハンドボールクラブジュニア32 徳島県
山口県 リトル LITTLE GUTS（リトルガッツ）男16 山形県 HC山形 広島県 IMRJ 男38

男15 沖縄県 コラソン 青森県 十和田 男37 29
広島県 IMRJ イズミメイプルレッズジュニア30
岡山県 天城Ｊｒ 天城ジュニアハンドボールクラブ

男13 長崎県 長崎小島

和歌山県 岩出HB 岩出ハンドボール教室男14 滋賀県 TSC 徳島県 徳島ＨC 男36

ジョセフ蓮池千葉県 四街道 男35 25 兵庫県 ジョセフ
奈良県 真弓ク 真弓クラブ

境マリン 境港マリンバード28 鳥取県

TSCハンドボールアカデミー
VMHC ヴィアティン三重ハンドボールクラブ

24 大阪府 貝塚 貝塚バーディーズ
17 25

31 35

4 10

38 40

5 11

18 26

御殿場ハンドボールクラブ男10 山梨県

男12 埼玉県 川口HC 大分県 明野北 男3443 23 京都府 松井ケ丘 松井ケ丘ハンドボールクラブ
22 滋賀県 TSC

生田HC 男33 21 三重県
愛知県 東海ＨＳ 東海ハンドボールスクール20

EHSS 佐賀県 神埼Ｊｒ 男32 19 静岡県 御殿場
18

優
　
勝

3 9

16 24

男11 山口県 リトル 神奈川県

14
T京都 男29

岐阜県 MHC 岐阜ＭＨＣレッドチル
男9 高知県 高知 宮城県 HC黒川 男31 17 山梨県 EHSS 塩山ハンドボールスポーツ少年団

16 北電 北陸電力ジュニアブルーロケッツ男子
小松 小松ジュニアハンドボール男8 栃木県 HC栃木 宮崎県 三松 男30 15 石川県

福井県

生田HC 生田HCボンバーズ

川口ハンドボールクラブ

男7 兵庫県 ジョセフ 開催地
12 東京都 小金井 小金井ハンドボールクラブ

15

2 8 富山県 窪 窪スポーツ少年団ハンドボール部

群馬Ｊｒ 群馬ジュニアハンドボールクラブ

四街道サンダーズハンドボールクラブ男6 愛知県 東海ＨＳ 東京都 小金井 男28 11 千葉県 四街道
川口HC

神奈川県

福岡県 春吉Jｒ 男27 9 群馬県
栃木県

10 埼玉県

HC栃木 HC栃木ジュニア14 8
茨城県 新治 新治クラブ男4 岐阜県 MHC 静岡県 御殿場 男26 7

男5 奈良県 真弓ク

HC山形男3 岡山県 天城Ｊｒ 鳥取県 境マリン 男25
福島県 いわき いわきjrハンドボールクラブ

37 39

41 42

23

30 34

男24 3 岩手県 ヴォルペ Volpe滝沢ハンドボールクラブ
47

33

1
男2 岩手県 ヴォルペ

29

石川県 小松

山形県 HC山形

青森県 十和田 十和田ジュニアハンドボールクラブ
13

1 北海道 函館高盛 函館高盛ハンドボールスクール男1 茨城県 新治 福井県 北電 男23

宮城県 HC黒川 HC黒川


