
月 日 曜 行　　　事 会場 結　果・その他
2 日 県一般社会人リーグ 若　林 第１節

8 土
総会・常任理事会
県春季選手権大会抽選会・審判講習会

仙台商

15・16 土・日 県春季選手権大会【中学】 田　尻 第1位【男子】高砂【女子】中田

16 日 県一般社会人リーグ 若　林 第２節

21～23 金～日 県春季選手権大会【高校】 宮城野・ｶﾒｲ 第1位【男子】利府【女子】聖和学園

29～30 土・日 第1回小学生ハンドボールフェスティバルおおさきさくらカップ 田　尻 【男子】第4位古川GE【女子】第3位大崎HC

3・4 水・木 県春季選手権大会【一般】 第1位【男子】東北福祉大【女子】仙台大

11～17 木～水 東北春季大学リーグ 宮城野 他 第1位【男子1部】東北福祉大【女子A】宮城教育大

17～21 水～日 第7回全日本社会人選手権大会 福井県 【男子】第6位 トヨタ自動車東日本

20 土 社会人春季リーグ 大　郷 最終節　第1位：RSCLUB

21 日 県一般社会人リーグ 若　林 第1位：独眼竜

3～5 土～月 第66回高校総合体育大会 宮城野 他 第1位【男子】利府【女子】聖和学園

10～11 土・日 県国体予選【成年】 大　郷 第1位【男子】トヨタ東日本【女子】宮城ケヤッキーズ

10～12 土～月 仙台市中学総体 若　林 第1位【男子】高砂【女子】中田

10 土 小学生春季大会・全国大会チェリーカップ予選会 田　尻 第1位【男子】黒川HC【女子】大崎ハンド

16～18 金～日 第40回東北クラブ選手権，第22回ＪＯＴ予選会 山形県 東北クラブ：第1位【女子】宮城ケヤッキーズ

24 土 マスターズ春季リーグ 田　尻 第1位【ﾏｽﾀｰｽﾞ】古川工業OB【小学生】㊚HC黒川㊛大崎HC

23～25 金～日 第70回東北高校選手権大会 福島県 第3位【男子】利府・仙台南【女子】聖和学園

1～2 土・日 第54回東北地区高専大会 宮城野
15～16 土・日 第37回全国クラブ選手権大会東地区大会 秋田県 宮城ケヤッキーズ：予選リーグ敗退

20～22 木～土 国体一次予選【少年の部】 宮城野 他 第1位【男子】聖和学園【女子】古川学園

22～24 土～月 第66回県中学校総合体育大会 大　和 第1位【男子】高砂【女子】中田

2～4 水～金 第47回東北中学総合体育大会 大和・富谷 【男子】第1位：高砂【女子】第2位：中田

5～10 土～木 第68回高松宮杯全国高等学校選手権大会 福島県 【男子】利府：2回戦敗退【女子】聖和学園：3回戦敗退

5～8 土～火 第21回ＪＯＴ福井国体リハーサル大会 福井県 古川HC：１回戦敗退

10～12 木～土 東日本学生選手権大会 北海道 【女子】東北福祉大学　インカレ出場

11～12 金・土 ＮＴＳブロックトレーニング（小・中学生） 岩手県
16～17 火・水 第67回東北地区大学総合体育大会 福島県 【男子】第1位：東北福祉大,第3位：仙台大

18～20 金～日 第44回東北総合体育大会 秋田県 総合第2位　少年女子・成年男子本大会出場

18～20 金～日 チェリーカップ東日本小学生ハンドボール大会 山形県 【男子】黒川HC：１回戦敗退【女子】大崎ハンド：１回戦敗退

17～20 木～日 第46回全国中学校大会 沖縄県 【男子】高砂中：2回戦敗退

26 土 第42回日本リーグ開幕 各地 レギュラーシーズン6位：トヨタ自動車REGAROSSO

2～3 土・日 ＮＴＳブロックトレーニング（高校生） 岩手県
9～10 土・日 第26回ＪＯＣ東北大会 青森県 【男子】第1位【女子】第2位　男女とも本大会出場

16 土 第11回県マスターズ選手権大会 カメイアリーナ 第1位【ﾏｽﾀｰｽﾞ】古川工業OB【小学生】HC黒川

16 土
17 日
23 土
24 日
30 土

23・24 土・日 車椅子ハンドボール東日本大会 宮城野 第１位：宮城フェニックス

30・10/1 土・日 第69回日本選手権宮城県ステージ 塩　釜 第1位【男子】東北福祉大

5～9 木～月 第72回国民体育大会 愛媛県 【成年男子】第3位【少年女子】１回戦敗退

7・8 土・日 仙台市中学新人大会 若　林 【男子】中田【女子】中田

7 土 小学生秋季大会，東北小学生大会予選会 田　尻 第1位【男子】黒川HC【女子】大崎ハンド

28・29 土・日 第53回仙台市市民総合体育大会 カメイアリーナ 【男子】仙台二【女子】仙台商業

3～7 金～火 高松宮記念杯男子第60回女子53回全日本学生選手権 石川県 【女子】東北福祉大学：2回戦敗退　仙台大：１回戦敗退

9～11 木～土 県高校新人大会 宮城野 他 第1位【男子】利府【女子】聖和学園

10～12 金～日 第69回日本選手権東北ステージ 福島県 第３位【男子】東北福祉大【女子】仙台大

11～12 土・日 全日本車椅子ハンドボール大会 京都府 第2位：宮城フェニックス

25～26 土・日 第15回東北マスターズ大会 青森県 第２位：古川工業OB

2・3 土・日 県中学新人大会 田　尻 第1位【男子】中田【女子】成田

2 土
3 日
9 土
16 土 TAJIRIｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ交流大会中学生女子の部 田　尻 第１位：成田

17 日 TAJIRIｶｯﾌﾟﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ交流大会小学生の部 田　尻 第１位【男子】HC黒川【女子】大崎ハンド

19～24 火～日 第69回日本選手権大会 大阪府 第3位：トヨタ自動車東日本REGAROSSO

23～27 土～水 第26回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 沖縄県 【男子】予選リーグ敗退【女子】予選リーグ敗退

5・6 金・土 第41回東北高校選抜県二次予選 若　林 第1位【男子】仙台二【女子】聖和学園

27 土 大崎市民大会小学生の部 古　川 第1位【男子】黒川HC【女子】大崎ハンド

28 日 大崎市民大会中学生の部 古　川 第1位【男子】田尻【女子】古川

2～4 金～日 第41回東北高校選抜大会 ｾｷｽｲﾊｲﾑｽｰﾊﾟ-ｱﾘｰﾅ 【男子】第4位仙台二【女子】第1位聖和学園

10～11 土・日 県ジュニア強化大会 若　林 第1位【男子】利府【女子】仙台南

24～29 土～木 第41回全国高等学校選抜大会 兵庫県 【男子】仙台二：１回戦敗退【女子】聖和学園：２回戦敗退

25～29 日～木 第13回春の全国中学生選手権大会 富山県 【男子】中田：２回戦敗退【女子】成田：１回戦敗退

宮城野
仙台大

【男子】１部　2位：東北福祉大
【女子】　A　 1位：仙台大学
【女子】  B   1位：宮城教育大

第1位【男子】こばると荘
第1位【女子】宮城ケヤッキーズ
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第60回県総合選手権大会
第5回トヨタ自動車東日本カップ

第62回東北学生秋季リーグ
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