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記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート

1 　９：３０～１０：３０ f19 旭　ー向上 f14 合同１ー厚木北 ｆ２ 岸根ー県鎌倉

2 １０：４０～１１：４０ f6 須賀学ー霧が丘 f13 城山ー多摩 m3 商大ー柏陽

3 １１：５０～１２：５０ m26 平江南ー須賀学 m35 多摩ー県鎌倉 m8 法政二ー向上

4 １３：００～１４：００ m31 旭　ー関東 m10 翠嵐ー生田東

5 １４：１０～１５：１０ m17 霧が丘ー大和西 m20 創英ー柏陽

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート

1 　９：３０～１０：３０ f18 湘南ー大和南 f17 七里浜ー湘南台

2 １０：４０～１１：４０ m5 大和南ー厚木東 f7 藤清流ー桐蔭

3 １１：５０～１２：５０ m6 合同２ー七里浜 m15 藤清流ー麻溝台

4 １３：００～１４：００ m38 桐中等ー荏田 m29 湘南ー湘南台

5 １４：１０～１５：１０ m28 創学館ー大和南

6 １５：２０～１６：２０ m32 桐蔭ー合同２

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート

1 　９：３０～１０：３０ f4 弥栄ー金井 f11 相総合ー生田 f9 合同４ー秦野

2 １０：４０～１１：４０ f8 桜丘ー上溝南 f16 大津ー川崎北 f5 緑ヶ丘ー相中等

3 １１：５０～１２：５０ m2 金井ー川崎北 m4 綾瀬西ー相中等 f20 合同３ー湘工大

4 １３：００～１４：００ m22 上溝南ー市立南 m23 大津ー相田名 m34 生田ー秦野

5 １４：１０～１５：１０ m13 緑ヶ丘ー松陽 m33 桜丘ー弥栄

6 １５：２０～１６：２０ m24 湘学園ー相中等 m16 南陵ー川崎北

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート

1 　９：３０～１０：３０ f1 合同２－光陵 f10 青英和ー茅北陵 f12 鶴見ー公文 f15 座間ー市立東

2 １０：４０～１１：４０ f3 戸塚ー藤沢西 m9 湘学院ー浅野 m7 慶応ー瀬谷西 m1 市立東ー茅北陵

3 １１：５０～１２：５０ m18 鎌倉学ー公文 m19 橋本ー上溝 m21 大和ー相模原 m25 岸根ー座間

4 １３：００～１４：００ m37 清風ー戸塚 m14 小田原ー新城 m27 市ヶ尾ー希望丘 m30 鶴見ー光陵

5 １４：１０～１５：１０ m11 藤沢西ー瀬谷 m39 合同１ー湘工大 m36 川和ー慶応 m12 桐光ー市立東

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート

1 　９：３０～１０：３０ f29 希望丘ー秦野 f28 商大ー上溝南 f33 市ヶ尾ー市立東

2 １０：４０～１１：４０ f26 相模原ー霧が丘 f25 平沼ー緑ヶ丘 f34 大津－湘南台

3 １１：５０～１２：５０ f35 鶴嶺ー湘南 m49 平江南－希望丘 m42 桐光－松陽

4 １３：００～１４：００ m44 南陵－大和西 m45 鎌倉学－橋本 m51 鶴見－関東

5 １４：１０～１５：１０ m47 上溝南－大津 m50 創学館－湘南 m48 湘学園－岸根

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート

1 　９：３０～１０：３０ f36 旭－湘工大 f23 創英ー戸塚 f27 荏田ー藤清流 f24 麻溝台ー金井

2 １０：４０～１１：４０ f22 清風ー県鎌倉 f30 青英和－生田 f31 高津ー公文 f32 多摩－厚木北

3 １１：５０～１２：５０ m55 荏田－湘工大 m43 新城－麻溝台 m41 翠嵐－瀬谷 m52 桐蔭－桜丘

4 １３：００～１４：００ m46 創英－相模原 m40 法政二－浅野 m54 川和－戸塚 m53 生田－県鎌倉

5 １４：１０～１５：１０

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート

1 　９：３０～１０：３０ f37 川和－県鎌倉 f38 創英－麻溝台 f39 平沼ー相模原 f40 荏田－上溝南

2 １０：４０～１１：４０ f41 希望丘－生田 f42 高津ー多摩 f43 市立東－湘南台 f44 鶴嶺－湘工大

3 １１：５０～１２：５０ m56 法政二－翠嵐 m59 創英－上溝南 m58 大和西－鎌倉学 m61 創学館－関東

4 １３：００～１４：００ m57 桐光－麻溝台 m60 湘学園－希望丘 m63 川和－湘工大 m62 桐蔭ー生田

5 １４：１０～１５：１０

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート

1 　９：３０～１０：３０ F１ 川和ー鶴嶺 Ｆ４ 荏田ー生田 Ｆ３ 平沼ー高津 Ｆ２ 創英ー湘南台

2 １０：５０～１１：５０ M1 法政二ー湘工大 M4 上溝南ー湘学園 M3 鎌倉学ー創学館 M2 桐光ー生田

3

4

5

6

記号 Aコート 記号 Bコート

1 １０：００～１１：００ Ｆ５ 川和ー荏田 Ｆ６ 創英ー平沼

2 １１：１０～１２：１０ Ｆ８ 鶴嶺ー生田 Ｆ９ 高津ー湘南台

3 １２：２０～１３：２０ M5 法政二ー上溝南 M6 桐光ー創学館

4 １３：３０～１４：３０ M8 湘工大ー湘学園 M9 生田ー鎌倉学

5 １４：４０～１５：４０ F10 F５負ーF9勝 F11 F6負ーF8勝

6 １６：３０～１７：３０ M10 M５負ーM9勝 M11 M6負ーM8勝

記号 Aコート 記号 Bコート

1 　９：３０～１０：３０ F7 女子決勝戦 F8 男子決勝戦

女子3位決定戦 男子3位決定戦

F10勝ーF11勝 M10勝ーM11勝

女子5位決定戦 男子5位決定戦

F10負ーF11負 M10負ーM11負

4

5

6

ベンチ入り選手も原則マスクを使用してください。

応援等の声出しはベンチの選手であってもできません。拍手等でお願い致します。

ビデオ撮影はベンチ側からの撮影のみとさせていただきます。

※１試合目・負けオフィシャルをする生徒はその限りではありません。各校３名とします。

令和4年度　関東高等学校ハンドボール大会神奈川県予選会 日程表

この大会は無観客開催となります。保護者、OB等の観戦はできません。

また、会場の敷地外からの観戦もご遠慮願います。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

【大会についての注意事項】

会場入りは試合時間の１時間３０分前とします。試合後は速やかに帰宅してください。

試合時間　（全て25分ー１０分ー２５分）　

選手証の提出がありますので忘れないようにしてください。(例年通り総体予選までに準備してください。）

電車内・駅周辺・会場校までのマナー等をしっかり守り大会運営の妨げにならないようにしましょう。

　５月１日（日）　　会場　：　橋本高校

総体予選抽選会（１６時）

　４月３０日（土）　　会場　：　高津高校

　４月２４日（日）　　会場　：　希望ヶ丘高校

　４月２９日（祝）　　会場　：　多摩高校

　４月１７日（日）　　会場　：　新栄高校

　４月１０日（日）　　会場　：　霧が丘高校

　４月１０日（日）　　会場　：　桐蔭学園

　４月１７日（日）　　会場　：　霧が丘高校

　４月１０日（日）　　会場　：　上溝南高校

　４月１０日（日）　　会場　：　戸塚高校

１０：４０～１１：４０ F12 M122

3 １１：５０～１２：５０ F13 M13



会場 会場責任者 運営責任者 競技責任者 審判責任者 感染対策 記録担当

霧が丘高校 小倉（霧が丘） 鈴木（生田東） 髙橋（創英） 寄（法政二） 安留（柏陽） 吉野（岸根）

桐蔭学園 白井（桐蔭） 小林（創学館） 北野（麻溝台） 濱口（荏田） 傳法谷（湘南） 津田（鶴嶺）

上溝南高校 遠藤（上溝南） 飯田（桜丘） 安井（生田） 斉木（湘南学園） 宮澤（金井） 藤田（南陵）

戸塚高校 山口（戸塚） 渡辺（市ヶ尾） 清田（座間） 髙橋（市ヶ尾） 藤尾（希望ヶ丘） 岡部（浅野）

霧が丘高校 小倉（霧が丘） 江成（希望丘） 渡辺（市ヶ尾） 斉木（湘南学園） 松久（川和） 髙橋（市ヶ尾）

新栄高校 中村（新栄） 白井（桐蔭） 髙橋（創英） 安井（生田） 岡部（浅野） 菊池（湘工大）

4/24(日） 希望ヶ丘高校 藤尾（希望ヶ丘） 江成（希望丘） 髙橋（創英） 木村（橋本） 松久（川和） 菊池（湘工大）

4/29（祝） 多摩高校 日置（多摩） 江成（希望丘） 髙橋（創英） 木村（橋本） 松久（川和） 菊池（湘工大）

4/30（土） 高津高校 松永（高津） 江成（希望丘） 髙橋（創英） 木村（橋本） 松久（川和） 菊池（湘工大）

4/17(日）

令和4年度　関東高等学ハンドボール大会神奈川県予選会　
役員分担表

4/10（日）

５/1（日） 橋本高校 木村（橋本） 江成（希望丘） 髙橋（創英） 木村（橋本） 松久（川和） 髙橋（創英）


