
◆８月１７日（金）　【開会式前日】　

場　　所

時　　間 ステージ側 入口側 道路側 グラウンド側 ステージ側 入口側 ステージ側 消防署側

11:00～

12:00

12:00～

13:00

13:00～

14:00

14:00～

15:00

15:00～

16:00

16:00～

17:00

第47回全国中学校ハンドボール大会　公式練習会場割当

住吉中学校体育館 岐陽中学校体育館 周陽中学校体育館 熊毛体育センター

鶴城
（熊本県）女子

氷見北部
（富山県）男子

石川
（福島県）女子

神森
（沖縄県）男子

大体大浪商
（大阪府）男子

※割当決定後にチーム同士の「入れ替え」がある場合は該当校監督同士で話し合われた上、必ず事務局にご連絡ください。

成田
（宮城県）男子

扇台
（愛知県）女子

明倫
（福井県）男子

深草
（京都府）男子

大住
（京都府）男子

培良
（京都府）女子



◆８月１８日（土）　【開会式当日】
場　　所

時　　間 ステージ側 入口側 道路側 グラウンド側 ステージ側 入口側 ステージ側 消防署側

9:00～ 成　田 芦　城 大体大浪商 扇　台 明　倫 石　川 大　住 培良

（宮城県） （石川県） （大阪府） （愛知県） （福井県） （福島県） （京都府） （京都府）

10:00 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

10:00～ 美　東 深　草 本　渡 神　森 岩　国 平　田 岐　陽 岐　陽

（沖縄県） （京都府） （熊本県） （沖縄県） （山口県） （山口県） （山口県） （山口県）

11:00 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子

11:00～ 朝　明 西　條 植　田 豊中第一 琴　浦 総社西 香東 香川第一

（三重県） （富山県） （愛知県） （大阪府） （岡山県） （岡山県） （香川県） （香川県）

12:00 男子 女子 男子 女子 男子 女子 男子 女子

12:00～ 中　山 神の倉 富岡南 手代木 松　橋 鶴　城 滝ノ水 氷見北部

（岐阜県） （愛知県） （群馬県） （茨城県） （熊本県） （熊本県） （愛知県） （富山県）

13:00 女子 男子 女子 男子 男子 女子 女子 男子

13:00～ 本　通 桔　梗 三郷北 三郷北 仲　西 東久留米西 若　松 望　海

（北海道） （北海道） （埼玉） （埼玉県） （沖縄県） （東京都） （千葉県） （兵庫県）

14:00 男子 女子 女子 男子 男子 女子 男子 女子

※割当決定後にチーム同士の「入れ替え」がある場合は該当校監督同士で話し合われた上、必ず事務局にご連絡ください。

第47回全国中学校ハンドボール大会　公式練習会場割当

住吉中学校体育館 岐陽中学校体育館 周陽中学校体育館 熊毛体育センター



◆８月１９日（日）　【第１日目】
場　　所
時　　間 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側

8:00～ 石　川 滝ノ水 総社西 豊中第一 大　住 松　橋

福島県 愛知県 岡山県 大阪府 京都府 熊本県

女子 女子 女子 女子 男子 男子

場　　所 場　　所
時　　間 ステージ側 入口側 道路側 グラウンド側 ステージ側 入口側 時　　間 ステージ側 消防署側

8:00～ 西　條 鶴　城 中　山 三郷北 植　田 琴　浦 9:00～ 成　田 神の倉

富山県 熊本県 岐阜県 埼玉県 愛知県 岡山県 宮城県 愛知県

9:15 女子 女子 女子 女子 男子 男子 10:00 男子 男子

9:20～ 本　渡 望　海 富岡南 扇　台 手代木 明　倫 10:10～ 岐　陽 神　森

熊本県 兵庫県 群馬県 愛知県 茨城県 福井県 山口県 沖縄県

10:35 女子 女子 女子 女子 男子 男子 11:10 男子 男子

10:40～ 香川第一 培　良 桔　梗 岐　陽 本　通 仲　西 11:20～ 朝　明 平　田

香川県 京都府 北海道 山口県 北海道 沖縄県 三重県 山口県

11:55 女子 女子 女子 女子 男子 男子 12:20 男子 男子

12:00～ 岩　国 芦　城 12:30～ 香　東 三郷北

山口県 石川県 香川県 埼玉県

13:15 女子 女子 13:30 男子 男子

13:20～ 東久留米西 美　東 13:40～ 大体大浪商 深　草

東京都 沖縄県 大阪府 京都府

14:35 女子 女子 14:40 男子 男子

14:50～ 若　松 氷見北部

千葉県 富山県

15:50 男子 男子

第47回全国中学校ハンドボール大会　公式練習割当

KB周南総合SCメインアリーナＡコート KB周南総合SCメインアリーナＢコート KB周南総合SC多目的ホール

住吉中学校体育館 岐陽中学校体育館 周陽中学校体育館 熊毛体育センター

Ａ1勝者 Ｂ1勝者

☆８／１９（日）に試合のあるチームは、「入れ替え」をせず上記の割当通りでお願いし
ます。また、公式練習割当会場を使用しない場合の事務局への連絡は必要ありません。

Ａ2勝者 Ｂ2勝者



◆８月２０日（月）　【第２日目】 ◆８月２１日（火）　【第３日目】
場　　所 場　　所
時　　間 奥 入口側 奥 入口側 奥 入口側 時　　間 奥 入口側 奥 入口側

8:00～ 若　松 岐　陽 香　東 平　田 深　草 8:00～

千葉県 山口県 香川県 山口県 京都府

男子 男子 男子 男子 男子

場　　所 場　　所
時　　間 ステージ側 入口側 道路側 グラウンド側 ステージ側 入口側 時　　間

8:00～ 神　森 三郷北 氷見北部 神の倉 8:00～

沖縄県 埼玉県 富山県 愛知県

9:15 男子 男子 男子 男子 10:30

9:20～ 成　田 朝　明 大体大浪商 場　　所

宮城県 三重県 大阪府 時　　間

10:35 男子 男子 男子 10:50～

10:40～

12:50

11:55 場　　所

12:00～ 時　　間

会場準備終了後

13:15 12:50頃～

13:20～

場　　所

14:35 時　　間

13:00～

第47回全国中学校ハンドボール大会　公式練習会場割当

KB周南総合SCメインアリーナＡコート KB周南総合SCメインアリーナＢコート KB周南総合SC多目的ホール KB周南総合SCメインアリーナＡコート KB周南総合SCメインアリーナＢコート

Ｃ1勝者 Ａ10勝者 Ｂ10勝者 Ｃ7勝者 Ｃ8勝者

住吉中学校体育館 岐陽中学校体育館 周陽中学校体育館
KB周南総合SC多目的ホール

Ｃ2勝者 Ｃ4勝者 Ａ11勝者 Ｂ11勝者 Ａ12勝者 Ｂ12勝者

Ｃ3勝者 Ｂ5勝者 Ｂ3勝者
KB周南総合SC多目的ホール

Ａ13勝者 Ｂ13勝者

Ａ5勝者 Ａ3勝者 Ａ4勝者 Ａ6勝者 Ｂ4勝者 Ｂ6勝者

KB周南総合SCメインアリーナＳコート

Ａ7勝者 Ｂ7勝者 Ａ8勝者 Ｂ8勝者

奥 入口側

Ａ9勝者 Ｂ9勝者 Ｃ5勝者 Ｃ6勝者
KB周南総合SC多目的ホール

☆「入れ替え」をせず上記の割当通りでお願いします。また、公式練習割当会場を使用しない場合の事務局への連絡は必要ありません。

Ａ14勝者 Ｂ15勝者

Ｂ13勝者Ａ13勝者
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