
第６回豊田合成杯争奪第６回豊田合成杯争奪第６回豊田合成杯争奪第６回豊田合成杯争奪小学生小学生小学生小学生ハンドボール大会実施要項ハンドボール大会実施要項ハンドボール大会実施要項ハンドボール大会実施要項 

 

稲沢市ハンドボール協会 
１． 大会日   平成２９年１１月２６日（日） 開場 9:00 
 
２． 会  場   豊田合成アリーナ（総合体育館）  愛愛知県稲沢市朝府町 5－1 

 
３． 日  程  代表者会議  ９：１０ 

開会式    ９：２０ 
試合開始   ９：５０ 
閉会式   １５：３０   

 
４． 競技種別   高学年男子・女子：小学生４年生以上 

中学年男女混合 ：２年生～４年生 
低学年男女混合 ：１年生～３年生 

 
５． 競技規則 日本ハンドボール協会規則に順ずる。 

・ チームタイムアウトは採用しない。 

・ ７ｍスロー時のタイムは止めない。 

・ 退場時間は１分。 

・ 松ヤニ、松ヤニスプレーの使用は禁止とする。両面テープ可。 
・ 試合球：高学年  日本ハンドボール協会検定球（１号球） 

    中低学年 日本ハンドボール協会検定球（０号球） 

 
６． 競技方式 高学年男女：リーグ戦 ＋ トーナメント 

中学年  ：リーグ戦 
低学年  ：リーグ戦 ＋ トーナメント          

        
７． 表彰  高学年   上位２まで表彰。 
            中・低学年 上位２まで表彰。 
 
８． 主催  稲沢市ハンドボール協会 

共催  豊田合成株式会社 、ヒマラヤスポーツ 
後援             稲沢市, 稲沢市教育委員会, 稲沢市体育協会 

 
９． 参加上の注意 

１） 本大会においての傷病については、主催者は応急処置の他、一切責任を負わない。 
２） 各自持参したものは持ち帰ること。 
３） 傷害保険に加盟していること。 
４） 会場設営・後片付けにご協力ください。 
５） 体育館観客席は内履きになります。内履き靴・スリッパ等ご用意ください。 

以 上 

 



□ 男子□ 男子□ 男子□ 男子

A　リーグ B　リーグ

正色 大垣 尾北 順位 名古屋 春日井 稲沢 MHC 順位

正色 A-1 A-3 名古屋 B-1 B-3

大垣 A-1 A-2 春日井 B-1 B-4

尾北 A-3 A-2 稲沢 B-3 B-2

MHC B-4 B-2

予選リーグ ：　12分１本

トーナメント・３位戦：８分-２分-８分　決勝：１０分-２分-１０分

交流戦：13分 １本

交流1 　B－3位　×　B-4位

交流2 　A－3位　×　B-3位

交流3 　A－3位　×　B-4位

 

□ 女子□ 女子□ 女子□ 女子

A　リーグ B　リーグ

名古屋 笠松 稲沢 順位 MHC 正色 春日井 大垣 順位

名古屋 A-1 A-3 MHC B-1 B-3

笠松 A-1 A-2 正色 B-1 B-4

稲沢 A-3 A-2 春日井 B-3 B-2

大垣 B-4 B-2

予選リーグ ：　12分１本

トーナメント・３位戦：８分-２分-８分　決勝：１0分-２分-１０分

交流戦：13分 １本

交流1 　B－3位　×　B-4位

交流2 　A－3位　×　B-3位

交流3 　A－3位　×　B-4位

□中学年□中学年□中学年□中学年 各試合：１２分１本　

MHC 稲沢 尾北 順位

MHC 中1・4 中3･6

稲沢 中2・5

尾北

□ 低学年□ 低学年□ 低学年□ 低学年 各試合：１０分１本　 順位決定：１２分１本　

MHC 笠松 正色 稲沢 順位

MHC 低1 低3 低6

笠松 低5 低4

正色 低2

稲沢 低３位

優勝 3位

低4位低1位 低２位

3位

優勝

A２位 B１位

A２位 B１位

優勝
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A１位 B２位

A１位 B２位

3位



試合 時間

（審判

・ｵﾌｨｼｬﾙ）

（審判

・ｵﾌｨｼｬﾙ）

時間

9:20 0:10

9:30 0:10

9:40 0:10

① 9:50 男 正色正色正色正色 (A-1) 大垣大垣大垣大垣 稲沢 女 名古屋名古屋名古屋名古屋 (A-1) 笠松笠松笠松笠松 稲沢 0:15

② 10:05 男 名古屋名古屋名古屋名古屋 (B-1) 春日井春日井春日井春日井 1ｺｰﾄ・①勝 女 MHCMHCMHCMHC (B-1) 正色正色正色正色 2ｺｰﾄ・①勝 0:15

③ 10:20 男 MHCMHCMHCMHC (B-2) 稲沢稲沢稲沢稲沢 1ｺｰﾄ・②勝 女 大垣大垣大垣大垣 (B-2) 春日井春日井春日井春日井 2ｺｰﾄ・②勝 0:15

④ 10:35 低 MHCMHCMHCMHC (低1) 笠松笠松笠松笠松 1ｺｰﾄ・③勝 低 正色正色正色正色 (低2) 稲沢稲沢稲沢稲沢 2ｺｰﾄ・③勝 0:12

⑤ 10:47 中 稲沢稲沢稲沢稲沢 (中1) MHCMHCMHCMHC 1ｺｰﾄ・④勝 女 笠松笠松笠松笠松 (A-2) 稲沢稲沢稲沢稲沢 2ｺｰﾄ・④勝 0:15

⑥ 11:02 男 大垣大垣大垣大垣 (A-2) 尾北尾北尾北尾北 1ｺｰﾄ・⑤勝 女 春日井春日井春日井春日井 (B-3) MHCMHCMHCMHC 2ｺｰﾄ・⑤勝 0:15

⑦ 11:17 男 MHCMHCMHCMHC (B-4) 春日井春日井春日井春日井 1ｺｰﾄ・⑥勝 男 名古屋名古屋名古屋名古屋 (B-3) 稲沢稲沢稲沢稲沢 2ｺｰﾄ・⑥勝 0:15

⑧ 11:32 中 尾北尾北尾北尾北 (中2) MHCMHCMHCMHC 1ｺｰﾄ・⑦勝 女 大垣大垣大垣大垣 (B-4) 正色正色正色正色 2ｺｰﾄ・⑦勝 0:15

⑨ 11:47 男 正色正色正色正色 (A-3) 尾北尾北尾北尾北 1ｺｰﾄ・⑧勝 女 名古屋名古屋名古屋名古屋 (A-3) 稲沢稲沢稲沢稲沢 2ｺｰﾄ・⑧勝 0:15

⑩ 12:02 中 尾北尾北尾北尾北 (中3) 稲沢稲沢稲沢稲沢 1ｺｰﾄ・⑨勝 男 B3位B3位B3位B3位 (交流1) B4位B4位B4位B4位 2ｺｰﾄ・⑨勝 0:15

⑪ 12:17 低 MHCMHCMHCMHC (低3) 正色正色正色正色 1ｺｰﾄ・⑩勝 低 笠松笠松笠松笠松 (低4) 稲沢稲沢稲沢稲沢 2ｺｰﾄ・⑩勝 0:12

⑫ 12:29 中 稲沢稲沢稲沢稲沢 (中4) MHCMHCMHCMHC 1ｺｰﾄ・⑪勝 女 B3位B3位B3位B3位 (交流1) B4位B4位B4位B4位 2ｺｰﾄ・⑪勝 0:15

⑬ 12:44 男 A1位A1位A1位A1位 (準決勝) B2位B2位B2位B2位 1ｺｰﾄ・⑫勝 男 B1位B1位B1位B1位 (準決勝) A2位A2位A2位A2位 2ｺｰﾄ・⑫勝 0:20

⑭ 13:04 女 A1位A1位A1位A1位 (準決勝) B2位B2位B2位B2位 1ｺｰﾄ・⑬勝 女 B1位B1位B1位B1位 (準決勝) A2位A2位A2位A2位 2ｺｰﾄ・⑬勝 0:20

⑮ 13:24 低 正色正色正色正色 (低5) 笠松笠松笠松笠松 1ｺｰﾄ・⑭勝 低 稲沢稲沢稲沢稲沢 (低6) MHCMHCMHCMHC 2ｺｰﾄ・⑭勝 0:12

⑯ 13:36 男 A3位A3位A3位A3位 (交流2) B3位B3位B3位B3位 1ｺｰﾄ・⑮勝 女 A3位A3位A3位A3位 (交流2) B3位B3位B3位B3位 2ｺｰﾄ・⑮勝 0:15

⑰ 13:51 中 尾北尾北尾北尾北 (中5) MHCMHCMHCMHC 1ｺｰﾄ・⑯勝 低 (3位決) 2ｺｰﾄ・⑯勝 0:15

⑱ 14:06 男 A3位A3位A3位A3位 (交流3) B4位B4位B4位B4位 1ｺｰﾄ・⑰勝 女 A3位A3位A3位A3位 (交流3) B4位B4位B4位B4位 2ｺｰﾄ・⑰勝 0:15

⑲ 14:21 中 尾北尾北尾北尾北 (中6) 稲沢稲沢稲沢稲沢 1ｺｰﾄ・⑱勝 低 (決勝) 2ｺｰﾄ・⑱勝 0:15

⑳ 14:36 男 (3位決) 1ｺｰﾄ・⑲勝 女 (3位決) 2ｺｰﾄ・⑲勝 0:20

(21) 14:56 男 (決勝) 1ｺｰﾄ・⑳勝 女 (決勝) 2ｺｰﾄ・⑳勝 0:25

15:30 0:20

15:50 0:15

・審判・ｵﾌｨｼｬﾙについては、前試合の勝ちチームとしていますが、両チームで相談の上、ご対応をお願いします。

・交代時間が短いため、試合前の練習時間はありません。審判・ｵﾌｨｼｬﾙの準備が出来次第、速やかに試合

　開始できるようご協力お願いします。

・ゴミは各自持ち帰りをお願いします。

代表者会議（開会式前）

開会式

ウォーミングアップ（１ｺｰﾄ：春日井・稲沢　　　2ｺｰﾄ：MHC・尾北）

閉会式 

片付け
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ウォーミングアップ（１ｺｰﾄ：正色・大垣　　　2ｺｰﾄ：名古屋・笠松）

１コート ２コート


