２０２２年度 事業計画
月

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

４／１６（土）
県中体連下都賀支部大会
（野木中学校体育館）
４／１６（土）
県中体連栃木支部大会
4
（日立栃木体育館）
４／２９（金）
地区強化練習会
（野木中学校）
５／１３（金）・１４（土）
県中体連下都賀地区春季大会
2022
（野木中学校体育館）
５／２１（土）
5
県中体連強化練習会
（野木中学校）
６／１２（日）
６／１１（土）
６／３（金）～５（日）
公認ハンドボールスタートコーチ養成講習会 全国小学生ハンドボール大会兼
県中体連春季大会
2022
（鹿沼商工高校体育館）
関東少年少女大会兼予選会
（日立栃木体育館）
（日立栃木体育館） ６／２５（土）
6
常任理事会
県中体連強化練習会
（野木中学校）
４／１０（日）
県協会総会・競技規則伝達講習会
2022
（日立栃木体育館）

2022

高

校

栃木県中学校体育連盟
大 学 ・ 一 般

月

４／１６（土）・１７（日）
県高体連南部支部大会
（小山西高校）

2022

4

４／１６（土）・１７（日）
県高体連中部支部大会
（石橋体育センター）

５／６（金）～８ （日）
５／８（日）
全国クラブ県予選・ジャパンオープン県予選会
第６１回県高校総体兼
2022
第６８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
（國學院栃木高校体育館）
（國學院栃木高校体育館）
６／３（金）～６／６（月）
関東高校大会兼第６８回関東高校選手権大会
神奈川（県立スポーツセンター他）
６／１８（土）・１９（日）
インターハイ予選兼国民体育大会県予選会
（マルワ・アリーナとちぎ体育館他）

６／２４（金）～２６（日） 未定
第５２回関東クラブ選手権
第４２回関東社会人選手権大会
2022
第２７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
東京（武蔵村山市総合体育館他）

７／１５（金）・１６（土）
７／２９（金）～８／４（木）
県中体連下都賀地区総体
第７３回全日本高校選手権大会
（野木中学校体育館）
愛媛（松山市他）

2022

7

7
７／２７（水）・２８（木）
県中体連総体
（マルワ・アリーナとちぎ）
８／２７（土）・２８（日）
８／４（木）～７（日）
関東ＮＴＳ（Ｕ－１５）
第３５回全国小学生大会
山梨（小瀬スポーツ公園体育館）

2022

8

常任理事会

８／７（日）～１０（水）
第５１回関東中学校大会
８／１８（木）～２１（日）
８／１８（木）～２１（日）
群馬（ＡＬＳＯＫぐんまアリーナ他） 第７７回国体関東ブロック大会
第７７回国体関東ブロック大会
京都（京田辺市） ８／１８（木）～２１（日）
東京（エスフォルタアリーナ八王子他）
東京（エスフォルタアリーナ八王子他）
第５１回全国中学校大会 北海道（函館市）
2022
８／４（木）～７（日）
８／１０（水）～１４（日）
8
第２６回ジャパンオープントーナメント鹿児島国体リハーサル大会
第１３回全国中学生クラブチームカップ
埼玉（さいたま市）
鹿児島（霧島市他）
８／１（日）・２１日（日）・２８（日）
ＪＯＣ栃木選抜練習会
（日立栃木体育館・野木中学校）
９／２４（土）・２５（日）
第３１回関東中学生選抜大会兼
第３１回ＪＯＣｼﾞｭﾆｱ･ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ大会関東地区予選

2022

９／１０（土）・１１（日）
県高体連南部支部新人大会

９／１９（月）
日本選手権大会県予選会
（足利高校）

埼玉（サイデン化学アリーナ）

9
９／３（土）・４日（日）・１０日（土）・１１日（日）
９／１７（土）・１８（日）・１９（月）・２３（金）

ＪＯＣ栃木選抜練習会
（日立栃木体育館・野木中学校）

（日立栃木体育館）
2022

９／１０（土）・１１（日）
県高体連中部支部新人大会
（石橋体育センター）

9

２０２２年度 事業計画
月

協

会

１０／６（木）～１０（月）
第７６回国民体育大会
2022 栃木（マルワ・アリーナとちぎ他）
10

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

校

栃木県中学校体育連盟
大 学 ・ 一 般

１０／２２（土）・２３（日）
１０／１３（木）・１４（金）
第３８回関東少年少女大会
県中体連下都賀地区新人大会
山梨（小瀬スポーツ公園体育館他）
（日立栃木体育館）

月

県民スポーツ大会（実施なし）
（日立栃木体育館）
2022
１０／２９（土）・３０（日）
10
第７４回日本選手権大会関東ブロック大会
茨城（水海道第二高校体育館他）

１０／２２（土）
県中体連強化練習会
（野木中学校）
１１／３（木）・５（土）・６日（日）・１２（土）・１３（日）

県総合選手権大会

１１／１１（金）・１２（土）
県中体連新人大会

（日立栃木体育館他）

（日立栃木体育館）

2022

2022

11 １１／１３（日）
県協会優秀選手賞
（日立栃木体育館）

常任理事会
2022

12

11

１１／１９（土）
県中体連強化練習会
（野木中学校）
１２／３（土）
１２／４（日）
栃木市選手権大会
第１１回関東ＫＴＳ
（マルワ．アリーナとちぎ体育館他）
山梨（小瀬スポーツ公園体育館） １２／１０（土）・１１（日）
県総合選手権大会
１２／１０（土）
（野木中学校体育館他）
栃木市選手権大会
１２／２３（金）～２６（月）
（マルワ．アリーナとちぎ体育館他） 第３１回ＪＯＣジュニア・オリンピックカップ
徳島（徳島市他）

２０２３．１／７（土）・８（日）
第３０回県高校１年生研修大会
２０２３．１／１４（土）・１５（日）
２０２３．１／２１（土）
2023
（日立栃木体育館） 第７回関東小学生選抜大会
県中体連強化練習会
東京（武蔵村山市総合体育館他）
（野木中学校）
1 ２０２３．１／１４（土）
春の全国中学生選手権大会県予選
（野木中学校体育館）
２０２３．２／１８（土）・１９（日）
２０２３．２／１８（土）・１９（日）
栃木市小中学校大会
栃木市小中学校大会
（マルワ．アリーナとちぎ体育館）
2023
（マルワ．アリーナとちぎ体育館） ２０２３．２／２５（土）
１年生大会
2
２０２３．２／２６（日）
（日立栃木体育館）
とちぎファイナルカップ
２０２３．２／１８（土）
（日立栃木体育館）
県中体連強化練習会（野木中学校）
２０２３．３／１８（土）～２１（火）
２０２３．３／２６（日）～２９（水）
第４７回日本リーグプレーオフ観戦バスツアー
第１８回春の全国中学生選手権大会
2023
東京（調布市）
富山（氷見市）
愛知（稲沢市）
２０２３．３／１１（土）
3
常任理事会
県中体連強化練習会
（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）

１２／３（土）・１０（土）
１２／７（水）～１１（日）：男子
栃木市選手権大会
第７４回日本選手権大会
（マルワ．アリーナとちぎ体育館他）

山口（周南市） 2022

12
１２／２４（土）～２６（月）
県高校新人大会兼
第３７回関東高校選抜大会県予選会
（マルワ．アリーナとちぎ体育館他）
２０２３．１／５（木）～９（月）：女子
第７４回日本選手権大会
2023
鹿児島（鹿児島市） 1

２０２３．２／３（金）～５（日）
２０２３．２／１０（金）～１２（日）
第３７回関東高校選抜大会
全日本社会人チャレンジカップ２０２３
千葉（市川国府台市民体育館他）
福井（永平寺町） 2023

2

２０２３，３／２５（土）～２９（水）
第４６回全国高校選抜大会

2023
男子：三重
女子：岐阜

3

強化練習会
他

