
                  平成 26年度 事業報告            資 料 1 

                                     平成 27年 2月 28日 

                                     関東ハンドボール協会  

期 日 行 事 名 会  場 成績・結果 

5／30 

～  

6／2  

平成 26年度関東高等学校大会 

第 60回関東高校選手権大会 

川崎とどろきアリーム 

川崎市立橘体育館 

川崎市宮前スポーツセンタ

ー 

横浜市平沼体育館         

男子 ２８校 女子２８校 

優勝男子 横浜創学館高校         

第二位 県立藤代紫水高校  

   優勝女子 佼成女子高校           

第二位 県立富岡東高校  

6／20 

 

関東ハンドボール協会 

第１回理事会 

新宿スポーツセンター 第 69回関東国体ブロック大会（日程・抽選会・役員） 

第 44回関東クラブ選手権大会第 34回全国クラブ選手

兼大会関東地区予選会 

第 19回社会人選手権大会 

第 19回ジャパンオープン大会関東地区予選会 

6／20 

～ 

6／22 

第 44回関東クラブ選手権大会 

兼第 34回全国クラブ選手権大会 

   関東区予選会 

第 19回関東社会人選手権大会 

兼第 19回ジャパンオープン 

トーナメント関東地区予選会 

     

新宿区立新宿スポーツセン

ター 

新宿コズミックセンター 

筑波大学付属高校体育館 

あきる野市秋川体育館 

武蔵村山市総合体育館 

杏林大学体育館 

クラブ 男子優勝 渡辺組（神奈川県） 

    女子優勝 梅の家（東京都） 

男子代表 渡辺組・新鮮組・桜門クラブ 松葉送球会 

         土浦三高クラブ・HC  Saitama 

（蓮田クラブ・H.B.C）予選なし 

女子代表 梅の家 ・ガビアーノチップス・やんちゃク

ラブ・筑波学園クラブ・REDS 日吉台ク

ラブ 

     (オレンジクラブ・SAKURAクラブ)  

社会人  男子優勝 ＦＯＧ （千葉県） 

     女子優勝 シャトレーゼ H.C（山梨県） 

男子代表 ＦＯＧ・甲府クラブ・FST・S.H.C 

     チーム群馬・埼玉教員クラブ・ 

     東京推薦 ラージェスト 

女子代表 シャトレーゼ H.C  サンライズ H.C 

     かながわガビアーノ              

7／19 

～ 

7／20  

第３０回関東尐年尐女大会 小瀬スポーツ公園体育館 

緑が丘スポーツ公園体育館 

 

男子優勝 府中ハンドボールクラブ （東京都） 

第２位 富岡イーグルス     （群馬県） 

女子優勝 東久留米ハンドボールクラブ（東京都） 

第２位 三郷 HC             （埼玉県） 

8／7 

 ～ 

8／9 

第４３回関東中学校大会 富岡市民体育館 

 

男子優勝 東久留米西中学校    （東京都） 

第２位  千葉市立若松中学校   （千葉県） 

第 3位  川崎市立西中原中学校   (神奈川県) 

上位３校は全国大会出場 

第３位  川口市立戸塚中学校    (埼玉県) 

           



8／7 

 ～ 

8／9 

  女子優勝 守谷市立けやき台中学校 (茨城県） 

第２位  行方市立麻生中学校   （茨城県） 

第 3位  山梨市立山梨南中学校  (山梨県) 

上位３校は全国大会出場 

第３位  甲州市立塩山中学校   (山梨県) 

8／21 

 

 

関東ハンドボール協会 

第２回理事会 

 

國学院大學研修センター 

 

 

第 69回国体関東ブロック大会について 

ＮＴＳ及びＪＯＣについて 

 

 

８／22 

  ～ 

 

8／ 24 

 

第６９回国体関東ブロック大会 國学院大學栃木高校体育館 

栃木市総合体育館 

石橋体育センター 

野木市立野木中学校体育館 

 

国体関東ブロック代表 

成年男子 埼玉県 山梨県 千葉県  

成年女子 茨城県 神奈川県 東京都 

尐年男子 神奈川県 千葉県 埼玉県 茨城県  

尐年女子 千葉県 東京都 埼玉県 

 

8／30 

～ 31 

9/6 

 ～9/7 

第１４回関東ＮＴＳ 

30～31日 中学生          

6日    小学生  

6日・7日 高校生 

甲州市立塩山中学校体育館 

山梨市立山梨北中学校体育館 

小瀬スポーツ公園体育館 

緑が丘スポーツ公園体育館 

 

参加者  指導者 ４１名 高校生 ４８名 

     中学生 ４８名 小学生 ４７名 

         補助指導者 ５４名    

         計 238名 

１０／4 

  ～ 

 5 

第２３回関東中学生選抜大会 

兼第２３回ＪＯＣジュニアオリン

ピック大会関東予選会 

八潮市立大原中学校体育館  

八潮市鶴ケ曽根体育館 

 

男子優勝 東京都       全国大会出場 

第２位  千葉県       東京都 千葉県 

第３位  埼玉県 神奈川県  埼玉県 神奈川県  

第５位  茨城県       茨城県 

女子優勝 茨城県       全国大会出場  

第２位  東京都       茨城県 東京都 

第３位  山梨県 埼玉県   山梨県 埼玉県 

                  

11 /29 

 

 

第 3 回ＫＴＳ関東小学生トレーニ

ング 

甲州市立塩山体育館 指導者 3名  

地元役員 10名 都県協会役員 5名 

補助員 中学生２０名  

指導者 54名 

小学生 126名 

計   218名 

 



２７年 

 

1／30 

 ～ 

２／1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 29回関東高校選抜大会 千葉ポートアリーナ 

千葉県総合スポーツセンタ

ー体育館 

四街道総合公園体育館 

 

男子優勝  法政大学第二高等学校  

第２位   浦和学院高等学校  

第３位   昭和学院高等学校 

第３位   駿台甲府高等学校 

女子優勝  白梅学園高等学校 

第２位   横浜創英高等学校 

第３位   昭和学院高等学校 

第３位   茨城県立水海道第二高等学校 

全国大会出場 

男  子  法政大学第二高等学校  

      浦和学院高等学校 

      昭和学院高等学校 

      駿台甲府高等学校 

      茨城県立藤代紫水高等学校 

      群馬県立富岡高等学校 

      横浜創学館高等学校 

      明星高等学校 

      東京都立江戸川高等学校 

女  子  白梅学園高等学校 

      横浜創英高等学校 

      昭和学院高等学校 

      茨城県立水海道第二高等学校 

      浦和実業学園高等学校 

      群馬県立富岡東高等学校 

      神奈川県立横浜平沼高等学校 

      佼成学園女子高等学校 

      栃木県立商業高等学校 

      駿台甲府高等学校 

  

3／1 

 

 

関東ハンドボール協会 

審判伝達講習会 

東京都 都立小平高等学校 審判目標 全国及び関東大会審判割り振り 

 2／28 

 

 

関東ハンドボール協会 

第３回理事会 

成田エクセルホテル東急 平成 25年度事業及び収支報告  

平成 26年度事業計画及び予算案 

 

 

 

 

 

 

 

                      3                   


