
記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Cコート 記号 Dコート 記号 Eコート

1 １２：００～１３：００ f1 藤沢西－厚木北 ｆ16 大和南－弥　栄 ｍ5 桐中等－相中等 ｍ9 金　井－県鎌倉 ｍ11 市立東－大　津

2 １３：１０～１４：１０ ｆ21 麻溝台－有　馬 ｆ20 岸　根－大　津 ｆ5 綾瀬西－桐　蔭 ｆ17 湘　南－多　摩 ｍ10 七里浜－厚木北

3 １４：２０～１５：２０ ｆ12 七里浜－相中等 f15 向上－旭 ｍ2 高　津－弥　栄 ｍ3 慶　應－修悠館 m4 湘南台－柏　陽

4 １５：３０～１６：３０ ｍ33 麻溝台－ｍ11 ｍ23 綾瀬西－瀬　谷 ｆ6 県鎌倉－合同① ｆ2 湘南台－ｆ1

記号 Aコート 記号 Bコート

1 １２：００～１３：００ ｆ9 湘工大－合同③ ｍ8 清　風－霧ケ丘

2 １３：１０～１４：１０ ｍ1 鶴　嶺－松　陽 ｍ18 生田東－桜　丘

3 １４：２０～１５：２０ ｍ7 鶴　見－上　溝 ｆ25 桜　丘－鶴　嶺

4 １５：３０～１６：３０ ｍ12 新　城－合同② ｍ20 合同①－平江南

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Aコート 記号 Bコート

1 １２：００～１３：００ ｆ19 合同②－金　井 ｆ24 商　大－茅北陵 1 １０：００～１１：００ f22 市ヶ尾－緑ヶ丘 ｍ13 秦　野－厚木東

2 １３：１０～１４：１０ m19 座　間－橋　本 ｍ16 川崎北－相田名 2 １１：１０～１２：１０ ｆ18 希望丘－城　山 f3 相総合－公　文

3 １４：２０～１５：２０ ｍ21 南　陵－須賀学 ｍ6 茅北陵－小田原 3 １２：２０～１３：２０ ｍ14 大　和－緑ヶ丘 ｆ8 秦　野－光　陵

4 １５：３０～１６：３０ ｆ23 座　間－川崎北 ｆ14 相模原－須賀学 4 １３：３０～１４：３０ ｍ36 光　陵－荏　田 ｆ10 生　田－青英和

5 １４：４０～１５：４０ ｍ15 浅　野－湘学院 ｍ17 瀬谷西－市ヶ尾

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 鶴嶺ー商大 f36 市ヶ尾ー川崎北 f7 橋本ー藤清流 f35 麻溝台ー大津

2 １０：４０～１１：４０ f13 上溝南ー霧が丘 m42 創英ー生田東 m31 藤沢西ー県鎌倉 m43 藤清流ー橋本

3 １１：５０～１２：５０ m37 生田ー大和 m25 慶応ー翠嵐 m44 湘南ー平江南 m35 相模原ー秦野

4 １３：００～１４：００ m32 旭ー七里浜 m41 市ヶ尾ー多摩 m30 川和ー霧が丘 m28 向上ー茅北陵

5 １４：１０～１５：１０ m39 市立南ー大和南 m40 商大ー川崎北 m26 関東ー柏陽

6

記号 Aコート 記号 Bコート

1 ９：００～１０：００ f34 希望丘ー合同② f11 戸塚ー合同④

2 １０：１０～１１：１０ m34 大和西ー新城 f4 鶴見ー清風

3 １１：２０～１２：２０ m27 桐中等ー戸塚 m24 岸根ー弥栄

4 １２：３０～１３：３０ m22 湘学園ー松陽 m29 希望丘ー鶴見

5 １３：４０～１４：４０ m45 桐蔭ー南陵 m38 鎌倉学ー浅野

6

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

2 １０：４０～１１：４０

3 １１：５０～１２：５０

4 １３：００～１４：００

5 １４：１０～１５：１０

6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Bコート 記号 Aコート 記号 Bコート

1 　９：３０～１０：３０ 1 　９：３０～１０：３０

2 １０：４０～１１：４０ 2 １０：４０～１１：４０

3 １１：５０～１２：５０ 3 １１：５０～１２：５０

4 １３：００～１４：００ 4 １３：００～１４：００

5 １４：１０～１５：１０ 5 １４：１０～１５：１０

6 １５：２０～１６：２０ 6 １５：２０～１６：２０

記号 Aコート 記号 Aコート

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

記号 Aコート

1

2

3

4

5

6

② 延　　長：　予選トーナメントは男女とも３名による７MTC。準決勝・決勝は第一延長、３名による７MTC。決勝ト－ナメントは、第一延長、第二延長、５名の７MTCで決する。

④ オフィシャルは、第一試合は第三試合の両チ－ムから２名づつで行い、それ以降の試合は、前の試合の敗者チ－ムで行う。

⑤ 濃淡のはっきりした区別のできるユニフォ－ムを２着用意し、試合前に対戦相手と話合って着用すること。

⑥ 競技規則は、2021年度日本ハンドボ－ル協会競技規則による。

⑦ 貴重品の管理は、各チ－ムで行う。

⑧ ゴミの持ち帰りもチ－ムで責任をもって行う。 

　５月２９日（日）　　会場　：　　　　　　　　高校

　５月１５日（日）　　会場　：　希望ヶ丘高校　５月１５日（日）　　会場　：　橋本高校

③ 試合エントリ－は２０名以内とする。メンバ－提出およびトスは、第一試合は、試合開始30分前に、第二試合以降は、前の試合のハ－フタイム時とする。

令和３年度　第７２回　全国高等学校総合体育大会　神奈川県予選　日程表

　５月１５日（日）　　会場　：　麻溝台高校

　５月２１日（土）　　会場　：　上溝南高校

　６月１１日（土）　会場：西湘スポーツセンター 　６月１２日（日）　会場：法政二体育館

　６月１９日（日）　会場：浅野高校体育館

① 競技時間：予選トーナメントは男女ともに２５－１０－２５。（タイムカード：前後半1回、合計2回までとする。）

　　　　　　　　　決勝トーナメントは男女ともに正規のルールに基づいて行う。３０－１０－３０（タイムカード3回）

　５月１５日（日）　　会場　：　上溝南高校

　５月２１日（土）　　会場　：　希望ヶ丘高校

　５月２２日（日）　　会場　：　希望ヶ丘高校

　５月２８日（土）　　会場　：　　　　　　　　高校



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

麻溝台高校 北野（麻溝台） 小林（慶応） 白井（桐蔭） 白井（桐蔭） 傅法谷（湘南） 吉野（岸根）

上溝南高校 遠藤（上溝南） 加藤（鶴見） 飯田（桜丘） 小倉（霧が丘） 津田（鶴嶺） 安留（柏陽）

橋本高校 木村（橋本） 田中（商大） 清田（座間） 藤田（南陵） 宮澤（金井） 長村（幸）

希望ヶ丘高校 江成（希望丘） 濱口（荏田） 安井（生田） 髙橋（市ヶ尾） 渡辺（光陵） 斎藤（公文）

5/２１(土） 上溝南高校 遠藤（上溝南） 髙橋（創英） 安井（生田） 木村（橋本） 宮澤（関東） 傅法谷（湘南）

5/22（土） 希望ヶ丘高校 江成（希望丘） 斉木（湘南学園） 白井（桐蔭） 岡部（浅野） 山口（戸塚） 古澤（鎌倉学）

6/11（土） 西湘体育館

6/12（日） 法政二体育館

6/19（日） 浅野高校体育館

２０２２年度　全国高等学校総合体育大会県予選会　役員分担表

5/15（日）
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