
開始 終了 開始 終了

1 9:00 ～ 9:40 女４ 総社Cジュニア vs 高知JHC 9:00 ～ 9:40 女１ 神埼ジュニアHBC vs 麻生フェニックスjr. 女２ 生田HCボンバーズ vs 松井ケ丘小HBC 女６ HC栃木 vs 真弓クラブ

2 9:48 ～ 10:28 女５ 東久留米HBC vs かすやブルーガッツ 9:48 ～ 10:28 男１ 塩江HBスポ少 vs 比美乃江HBC 女３ きさきネクサスＨＣ vs 延岡東HBC 女７ 群馬ジュニアHBC vs 春日HBC

3 10:36 ～ 11:16 男６ 能美ジュニアHBC vs 岐阜ＭＨＣ 10:36 ～ 11:16 男２ 笹川HBC vs 東根HBスポ少 男４ 小金井HBC vs 羽後町HBスポ少 男８ 山鹿小学校 vs 小島小HBC

4 11:24 ～ 12:04 男７ 日吉台ファルコン vs
古川GOLDEN

EGGS
11:24 ～ 12:04 男３ 呉ジュニアHC vs 境港マリンバード 男５ 生田HCボンバーズ vs 函館高盛HBS 男９ 神埼ジュニアHBC vs 御殿場HBC

5 12:12 ～ 12:52 女17 MOTION函館HBC vs
北陸電力ジュニア
ブルーロケッツ

12:12 ～ 12:52 女９ 和歌山HB教室 vs 下郡HBスポ少 女13 霧島ジュニアHBC vs 塩山HBスポ少 女21 東海HBS vs 大浜キッズ

6 13:00 ～ 13:40 女18 十三ジュニアHBC vs
香川町HBスポ少
オリーブちゃん

13:00 ～ 13:40 女10 ＩＤＢスポーツC vs 安芸高田HBC 女14 Jr.レイカーズ vs 三郷HBC 女22 HC市川 vs 境港マリンバード

7 13:48 ～ 14:28 男19 明野西HBスポ少 vs 霧島ジュニアHBC 13:48 ～ 14:28 女11 羽後町HBスポ少 vs Volpe滝沢HBC 男15 群馬ジュニアHBC vs 山梨市HBスポ少 男23
岩国レインボー

・キッズ
vs 総社Cジュニア

8 14:36 ～ 15:16 男20 豊里ＨＣ vs キタイスポーツC 14:36 ～ 15:16 男11 高知JHC vs Jr.レイカーズ 男16 川口HBC vs 松井ケ丘小HBC 男24 岩出HB教室 vs HC春吉Ｊｒ．

9 15:24 ～ 16:04 女16 田辺小済美館C vs 女４の勝者 15:24 ～ 16:04 女８ コザクラブJr.HBC vs 女１の勝者 女12 高山ミニHBC vs 女２の勝者 女20 新居浜ジュニアHBC vs 女６の勝者

10 16:12 ～ 16:52 女19 女５の勝者 vs 笹川HBC 16:12 ～ 16:52 男10
北陸電力ジュニア
ブルーロケッツ

vs 男１の勝者 女15 女３の勝者 vs 豊福小学校 女23 女７の勝者 vs 能美ジュニアHBC

11 17:00 ～ 17:40 男18 宮城小HBC vs 男６の勝者 17:00 ～ 17:40 男12 安堵の里HBC vs 男２の勝者 男14 小林HBスポ少 vs 男４の勝者 男22 HC栃木 vs 男８の勝者

12 17:48 ～ 18:28 男21 男７の勝者 vs 川西コジマーズ 17:48 ～ 18:28 男13 男３の勝者 vs 愛媛ジュニアーズ 男17 男５の勝者 vs 東海HBS 男25 男９の勝者 vs 桃園HBC

開始 終了 開始 終了

1 9:00 ～ 9:40 女24 女８の勝者 vs 女９の勝者 9:00 ～ 9:40 女26 女12の勝者 vs 女13の勝者 女28 女16の勝者 vs 女17の勝者 女30 女20の勝者 vs 女21の勝者

2 9:50 ～ 10:30 女25 女10の勝者 vs 女11の勝者 9:50 ～ 10:30 女27 女14の勝者 vs 女15の勝者 女29 女18の勝者 vs 女19の勝者 女31 女22の勝者 vs 女23の勝者

3 10:40 ～ 11:20 男26 男10の勝者 vs 男11の勝者 10:40 ～ 11:20 男28 男14の勝者 vs 男15の勝者 男30 男18の勝者 vs 男19の勝者 男32 男22の勝者 vs 男23の勝者

4 11:30 ～ 12:10 男27 男12の勝者 vs 男13の勝者 11:30 ～ 12:10 男29 男16の勝者 vs 男17の勝者 男31 男20の勝者 vs 男21の勝者 男33 男24の勝者 vs 男25の勝者

5

6 13:10 ～ 13:50 女32 女24の勝者 vs 女25の勝者 13:10 ～ 13:50 女34 女28の勝者 vs 女29の勝者

7 14:00 ～ 14:40 女33 女26の勝者 vs 女27の勝者 14:00 ～ 14:40 女35 女30の勝者 vs 女31の勝者

8 14:50 ～ 15:30 男34 男26の勝者 vs 男27の勝者 14:50 ～ 15:30 男36 男30の勝者 vs 男31の勝者

9 15:40 ～ 16:20 男35 男28の勝者 vs 男29の勝者 15:40 ～ 16:20 男37 男32の勝者 vs 男33の勝者

開始 終了 開始 終了

1 9:00 ～ 9:40 女36 女32の勝者 vs 女33の勝者

2 9:55 ～ 10:35 女37 女34の勝者 vs 女35の勝者

3 10:50 ～ 11:30 男38 男34の勝者 vs 男35の勝者

4 11:45 ～ 12:25 男39 男36の勝者 vs 男37の勝者

5 12:50 ～ 13:30 女38

6 13:50 ～ 14:30 男40

京田辺市制20周年記念　第30回全国小学生ハンドボール記念大会　大会組合せ･競技日程
30TH ALL JAPAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS HANDBALL CHAMPIONSHIP 2017

８
月
４
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） 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）

８
月
５
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） 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）

12:10～13:10　休憩 12:10～13:10　休憩

１２：２０～１６：１５　交流戦開催

交流戦の試合時間は１５分間とし、試合間は５分間とする。

９：００～１１：５５　　交流戦開催

交流戦の試合時間は１５分間とし、試合間は５分間とする。

女子決勝戦
(女36の勝者vs女37の勝者)

試合時間は、1st１０分－(5分)－2nd１０分－(5分)－3rd１０分とし、試合間は１０分間とする。
ただし、８月４日（金）については、試合間は８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男子決勝戦
(男38の勝者vs男39の勝者)

８
月
６
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） 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）

9:00 ～ 11:55


