平成30年度石川県ハンドボール協会事業計画
◎県内大会
3/25(日)・4/1(日)
一般春季大会(兼県内審判講習会4/1)
（小松市 小松総合体育館）
4/14(土)・15(日)・21(土) 県高校春季大会
（14・15小松総合,21小松市立高）
5/20(日)・6/10(日)
ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越大会予選会
(小松市 20末広,10小松総合）
5/31(木)〜6/3(日)
高校総体兼北信越兼全国総体予選会
（小松市 小松総合体育館）
6月 3(日)
全国小学校大会予選会
（能美市 根上体育館）
6月16(土)～17(日)
中学加賀地区大会兼県体予選会
（小松市 小松総合体育館）
7月 1(日)
中地区クラブチーム選手権予選会
（小松市 小松総合体育館）
7月14(土)～16(月)
中学県体大会兼北信越大会予選会
（金沢市 金沢市総合体育館）
7月22(日)
日本選手権石川県大会
（小松市 小松総合体育館）
8月12(日)
第70回県民体育大会
（能美市 根上体育館）
9月 1(土)
小学生富山ちびっ子大会予選会
（能美市 根上体育館）
10月 7(日)・14(日)
県協会長杯争奪戦
（7小松総合 14北国銀行ＳＣ）
10月21(日)
小学生永平寺カップ予選会
（小松市 小松総合体育館）
10月27(土)～28(日)
加賀地区中学新人大会
（小松市 小松総合体育館）
11月 8(木)〜11(日)
高校新人大会兼全国高校選抜石川県予選
(金沢市 金沢市中央体育館）
12月 8(土)～ 9(日)
北信越女子総合カップ
（小松市 小松総合体育館）
12月22(土)～23(日)
高校選抜北信越決定戦
（小松市 小松総合体育館）
H31.1月13(日)～14(月)
第37回中学選抜大会
（金沢市 金沢市総合体育館）
1月26(土)～27(日)
第12回県ジュニア交流大会
（能美市 根上体育館）
2月23(土)～24(日)
第9回カブッキーチャレンジカップ
（小松・能美 総合・末広・根上）
3月 2(土)
県中学校1年生大会
（小松市 小松総合体育館）
3/24(日)・3/31(未定）
平成31年一般春季大会
(小松市 小松総合体育館)
県協会主催大会
申込締切
抽選日
主管
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酒谷
ジャパンオープン
4/14(土)
4/21(土)高校春季
小松クラブ男女
中村哲
県クラブ選手権
6/10(日)
6/17(日)中学加賀地区
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県体
県体協
県体協
白山市協会
山口
日本選手権
7/8(日)
7/15(日)中学県体
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阿部羅
県協会長杯
9/16(日)
9/23(日)小松市中学新人
ＨＣ侍
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H31.3/9(土)県総会
金沢市役所・ＨＣ金沢
酒谷
◎県内地区大会
4月21日(土)～22日(日）
小松市中学校体育大会
（南部中体育館）
4月28日(土)～29日(日)
小松スプリングカップ中学生大会
（小松総合体育館ほか）
5月 3日(木)～ 5日(土)
北國カップ北陸三県中学校ﾄｰﾅﾒﾝﾄ大会 （金沢中央市民体育館）
5月 3日(木)～ 6日(日)
北國カップ高校生大会
（いしかわ総合ＳＣ）
5月26日(土)～27日(日)
北国カップ中学生交流大会男子の部
(小松総合・末広・能美他）
6月24日(日)
金沢市市民体育大会
（額谷ふれあい体育館）
7月 8日(日)
小松市民体育大会
（小松総合体育館)
7月23日(月)～27日(金)
加賀地区中高サマーフェスティバル
（小松総合体育館)
9月15日(土)～17(月・祝)
金沢市中学新人大会
（額谷ふれあい体育館）
9月22日(土)〜23日(日)
小松市中学新人大会
（南部中体育館）
9月29日(土)
能美市中学新人大会
（根上中体育館）
12月 8日(土)～ 9日(日)
のみちゃれんじカップ
（根上体育館）
H31. 2月 2日(土)～ 3(日)
金沢地区中学１年生大会
（額谷ふれあい体育館）
2月 9日(土)
加南地区中学１年生大会
（小松総合体育館）
2月 9日(土)・11日(月・祝) 金沢市高校新人大会兼審判講習会
（額谷ふれあい体育館）
2月11日(月・祝)
加賀地区高校冬季強化大会
（小松総合体育館）
2月16日(土)～17(日)
中学生小松ウインターカップ
（小松総合体育館）
3月10日(日)
金沢市総合選手権
（金沢中央市民体育館）

◎会議日程
県協会総会：平成31年3月9日(土)17:00～、北信越協会総会：2月24日(日)9:00〜（石川県開催）
常任理事会（理事会は4月,9月,3月の常任理事会と併催）
平成30年 4月14日(土)17:00～(小松総合/高校春季)、7月22日(日)15:00～(小松総合/日本選手権)
9月 1日(土)15:00～(根上体/富山ちびっ子) 12月8日(土)17:00～(小松総合/北信越女子カップ)
平成31年 3月 2日(土)17:00～(小松総合/中学1年生大会）
◎北信越大会
5月25日(金)〜27日(日)
北信越学生春季リーグ戦
（福井県 北陸電力フレア）
6月15日(金)〜17日(日)
第54回北信越高校選手権
（富山県 氷見ふれあいＳＣ）
6月23日(土)〜24日(日)
ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ北信越予選会
（福井県 北陸電力フレア）
7月 7日(土)〜 8日(日)
第53回北陸地区高専体育大会
（富山県 氷見ふれあいＳＣ）
8月 4日(土)〜 5日(日)
第32回北信越小学生交流大会
（富山県 富山市総合体育館）
8月 8日(水)～10日(金)
第39回北信越中学校総合競技大会
（石川県 小松総合体育館・末広体育館）
8月17日(金)～19日(日)
第39回北信越国民体育大会
（新潟県 柏崎市総合・柿崎総合体育館）
8月25日(土)〜26日(日)
北信越ＮＴＳトレーニング
（富山県 氷見ふれあいＳＣ）
8月31日(金)～9月2日(日) 北信越学生秋季リーグ戦
（石川県 金沢中央、額谷ふれあい体育館）
9月23日(日)〜24日(月)
第27回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ予選
（福井県 北陸電力フレア）
10月 6日(土)〜 7日(日)
北信越大学選手権
（石川県 金沢工大体育館）
10月20日(土)〜21日(日)
日本選手権北信越大会
（石川県 小松総合体育館・末広体育館）
H31. 2月 2日(金)〜 4日(日)
第42回北信越高校選抜大会
（新潟県 柏崎市総合・柿崎総合体育館）
3月29日(金)〜31日(日)
第18回高専チャレンジカップ中日本大会 (金沢市 いしかわ総合SC)
◎全国大会
5月16日(水)〜20日(日)
第8回全日本社会人選手権
（福井県
福井市・永平寺町）
7月21日(土)〜22日(日)
第38回全国クラブ選手権中地区大会
（長野県
千曲市・上田市）
7月26日(土)〜 8/1(水)
第69回全日本高校選手権
（三重県
津市）
8月 2日(木)〜 5日(日)
第31回全国小学生大会
（京都府
京田辺市）
8月 4日(土)〜 7日(火)
第23回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ（男女）
（茨城県
常総市・坂東市・守谷市）
8月11日(土)〜13日(月)
第8回JHLジュニアリーグ東ﾌﾞﾛｯｸ大会 （石川県
小松市）
8月16日(木)～18日(土)
第40回東日本学生選手権
（北海道
函館市）
8月17日(金)～20日(月)
第47回全国中学校大会
（山口県
周南市）
8月20日(月)〜22日(水)
第53回全国高専選手権大会
（沖縄県
那覇市）
9月13日(木)〜17日(月)
第74回国民体育大会
（福井県
福井市・永平寺町）
11月10日(土)〜14日(水)
第61回(54)全日本学生選手権大会
（大阪府
堺市）
月 日( )〜 日( )
第70回日本選手権大会
（未定
公募中）
12月23日(日)〜27日(木)
第27回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ
（埼玉県
さいたま市）
H31. 2月 9日(金)〜11日(日)
全日本社会人チャレンジ
（愛知県 一宮市）
3月24日(日)〜29日(金)
第43回全国高校選抜大会
（千葉県・埼玉県）
3月25日(月)〜29日(金)
第14回春の全国中学生ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ選手権 （富山県
氷見市）
◎第43回日本リーグ 9/22(土)開幕、プレーオフ：3/15(金)〜17(日)（駒沢体育館）
11月 3日（土）
13：00～ 大同特殊鋼 vs 湧永製薬
15：00～ 北
國 vs ソニー
(小松市 小松総合体育館)
11月 4日（日）
13：00～ 大同特殊鋼 vs トヨタ紡織九州
15：00～ 北
國 vs 三重バイオレット
(小松市 小松総合体育館)
H30. 1月14日（月・祝）13：00～ 北
國 vs 広島メイプル
(小松市 小松総合体育館)
1月26日（土）
13：00～ オ ム ロ ン vs 飛騨高山ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾙｽﾞ
15：00～ 北
國 vs アランマーレ富山
(金沢市 金沢市総合体育館)
1月27日（日）
13：00～ ｱﾗﾝﾏｰﾚ富山 vs 飛騨高山ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾙｽﾞ
15：00～ 北
國 vs オムロン
(金沢市 金沢市総合体育館)
2月 3日（日）
13：00～ 北
國 vs 飛騨高山ﾌﾞﾗｯｸﾌﾞﾙｽ
(小松市 小松総合体育館)
3月 3日（日）
13：00～ 北
國 vs ソニー
(小松市 小松総合体育館)

