２０２１年度 事業計画（案）
月

協

会

４／１１（日）
県協会総会・競技規則伝達講習会
2021
（日立栃木体育館）

4

2021

5

常任理事会
2021

6

栃木県ハンドボール協会
小 学 生

栃木県高等学校体育連盟

中 学 生

４／１７（土）
県中体連下都賀支部大会
（野木中学校体育館）
４／１８日）
県中体連栃木支部大会
（日立栃木体育館）
４／２９（木）
地区強化練習会
（大平中学校）
５／７（金）・８（土）
県中体連下都賀地区春季大会
（野木中学校体育館）
５／３０（日）
県中体連強化練習会
（野木中学校）
６／３（木）～４（金）
６／１３（日）
県中体連春季大会
全国小学生ハンドボール大会兼
（日立栃木体育館）
関東少年少女大会兼予選会 ６／２６（土）
（日立栃木体育館） 県中体連強化練習会
（野木中学校）

高

校

栃木県中学校体育連盟
大 学 ・ 一 般

月

４／１７（土）・１８（日）
県高体連南部支部大会
（足利工業高校）

2021

4

４／２４（土）・２５（日）
県高体連中部支部大会
（石橋体育センター）

５／７（金）～９ （日）
５／９（日）
全国クラブ県予選・ジャパンオープン県予選会
第６０回県高校総体兼
2021
第６７回関東高校選手権大会県予選会
国体県予選会兼日本選手権大会県予選会
5
（日立栃木体育館）
（國學院栃木高校体育館）
６／４（金）～６／７（月）
関東高校大会兼第６７回関東高校選手権大会
栃木（県南体育館他）
６／１９（土）・２０（日）
インターハイ予選兼国民体育大会県予選会
（マルワ．アリーナとちぎ他）

６／２５（金）～２７（日）
第５１回関東クラブ選手権
第４１回関東社会人選手権大会
2021
第２６回ジャパンオープントーナメント大会
6
関東地区予選会
群馬（富岡市民体育館他）

７／１７（土）・１８（日）
７／９（金）～１１（日）
７／９（金）～１１（日）
県中体連下都賀地区総体
第７６回国体関東ブロック大会
第７６回国体関東ブロック大会
（野木中学校体育館）
栃木（マルワ．アリーナとちぎ他）
栃木（マルワ．アリーナとちぎ他） 2021

2021

7

7
７／２７（火）・２８（水）
県中体連総体
（マルワ．アリーナとちぎ）
７／２９（木）～８／１（日）
第３４回全国小学生大会

2021

8

常任理事会

2021

9

８／７（土）～１０（火）
第５０回関東中学校大会
８／１６（月）～２１（土）
山梨（小瀬スポーツ公園体育館他） 第７１回全日本高校選手権大会
京都（京田辺市） ８／２３（月）～２５（水）
福井（福井市）
第５０回全国中学校大会 埼玉（さいたま市）
８／１３（金）～１５（日）
第１２回全国中学生クラブチームカップ
大阪（堺市）
８／１（日）・２２日（日）・２８（土）
ＪＯＣ栃木選抜練習会
（日立栃木体育館・野木中学校）
９／１１（土）・１２（日）
９／２４（金）・２５（土）
県高体連南部支部新人大会
県中体連下都賀地区新人大会
（栃木女子高校）
（野木中学校体育館）
９／１１（土）・１２（日）
９／５（日）・１２日（日）・１９日（日）・２０日（月） 県高体連中部支部新人大会
９／２３（木）・２５（土）・２６（日）
（石橋体育センター）
ＪＯＣ栃木選抜練習会
（日立栃木体育館・野木中学校） ９／２５（土）～１０／１（金）
第７６回国民体育大会
三重（鈴鹿市他）

８／１１（水）～１４（火）
第２６回ジャパンオープントーナメント栃木国体リハーサル大会

栃木（栃木市他）
2021

8

９／２０（日）
日本選手権大会県予選会
（日立栃木体育館）
2021

9

９／２５（土）～１０／１（金）
第７６回国民体育大会
三重（鈴鹿市他）

２０２１年度 事業計画（案）
月

2021

10

2021

11

2021

12

協

会

栃木県ハンドボール協会
小 学 生

栃木県高等学校体育連盟

中 学 生

高

１０／２（土）・３（日）
１０／２３（土）・２４（日）
１０／１６（土）・１７（日）
第３０回関東中学生選抜大会兼
第３０回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会関東地区予選
日本リーグ栃木大会
第３７回関東少年少女大会
（マルワ．アリーナとちぎ）
茨城（行方市麻生体育館他）
神奈川（神奈川県立スポーツセンター）
１０／１５（金）・１６（土）
県中体連新人大会
（日立栃木体育館）
１０／３０（土）
県中体連強化練習会
（野木中学校）
１１／３（水）・６（土）・７日（日）・１３（土）・１４（日）
１１／３（水）・６（土）
県総合選手権大会
県総合選手権大会
（日立栃木体育館他）
（野木中体育館他）
１１／１６（土）
県協会優秀選手賞
１１／１３（土）
（日立栃木体育館）
県中体連強化練習会
（野木中学校）
１２／１１（土）
春の全国中学生選手権大会県予選
１２／４（土）５（日）
１２／４（土）５（日）
（野木中体育館） 栃木市選手権大会
栃木市選手権大会
（マルワ．アリーナとちぎ他）
（マルワ．アリーナとちぎ他）
常任理事会
１２／１２（日）
１２／２３（木）～２６（日）
第１０回関東ＫＴＳ
第３０回ＪＯＣジュニア・オリンピックカップ
群馬（富岡市民体育館）
徳島（徳島市他）

Ｒ３／１・１０（土）・１１（日）
第２５回県高校１年生研修大会
２０２２．１／１５（土）・１６（日）
２０２２．１／１５（土）
2022
（日立栃木体育館） 第６回関東小学生選抜大会
県中体連強化練習会
埼玉（草加市スポーツ健康都市記念体育館他）
1

校

大 学 ・ 一 般

月

１０／１７（日）
県民スポーツ大会
（日立栃木体育館）

10
１０／３０（土）・３１（日）
2021
第７３回日本選手権大会関東ブロック大会
10
千葉（成田市中台体育館他）

2021

11

１２／４（土）５（日）
１２／１（水）～５（日）：男子
栃木市選手権大会
第７３回日本選手権大会
（マルワ．アリーナとちぎ他）

大阪（堺市） 2021

12
１２／１７（金）～１９（日）
県高校新人大会兼
第３６回関東高校選抜大会県予選会
（日立栃木体育館他）
２０２２．１／８（土）・９（日）
１年生研修大会

（野木中学校）

２０２２．２／１９（土）・２０（日）
２０２２．２／１９（土）・２０（日）
栃木市小中学校大会
栃木市小中学校大会
（マルワ．アリーナとちぎ）
（マルワ．アリーナとちぎ）
2022
２０２２．２／２６ （土）
１年生大会
2
２０２２．２／２７（日）
（日立栃木体育館）
とちぎファイナルカップ
２０２２．２／１９（土）
（日立栃木体育館）
県中体連強化練習会（野木中学校）
２０２２．３／１８（金）～２０（日）
２０２２．３／２６（土）～２９（火）
第４６回日本リーグプレーオフ観戦バスツアー
第１７回春の全国中学生選手権大会
東京（世田谷区）
富山（氷見市）
2022 常任理事会
２０２２．３／１２（土）
県中体連強化練習会
3
（野木中学校）
未定
ＮＴＳ伝達講習会
チームとちぎジュニア練習会
ＪＯＣ練習会
他 アドバイザリーコーチ事業（長期）
アドバイザリーコーチ
アドバイザリーコーチ事業（短期）
（トップ指導者招聘事業）

栃木県中学校体育連盟

２０２２．２／４（金）～６（日）
第３５回関東高校選抜大会

２０２２．１／５（水）～９（日）：女子
第７３回日本選手権大会
2022
（日立栃木体育館）
熊本（山鹿市） 1

２０２２．２／１１（金）～１３（日）
全日本社会人チャレンジカップ２０２２
東京（未定）
福井（北陸電力） 2022

2

２０２２，３／２４（木）～２９（火）
第４５回全国高校選抜大会
愛知（名古屋市）

2022

3

強化練習会
他

