
 

 

日  時  平成２９年４月２２日（土）１０：００～ 

場  所  田辺中央体育館第 1 会議室 

 

次  第 

 

１ 開  会 

２ あいさつ 理事長  

３ 議  題 

 （１）議長選出 

（２）議案 

①平成２８年度事業報告について 

   ②平成２８年度決算報告について 

   ③平成２８年度審判部報告について 

   ④平成２９年度事業計画（案）について 

   ⑤平成２９年度予算（案）について 

   ⑥その他 質疑応答 

４ 平成２９度（公財）日本協会・京都府協会登録（Ｗｅｂ登録）について 

５ その他 

 

 

 

 

 

京都府ハンドボール協会 

 



平成２８年度京都府ハンドボール協会事業報告 

月  日 事   業   名 会  場 

４月１０日（日） 平成２８年度京都府協会総会 八幡市民体育館 

４月２９日(水祝) 

第２１回ＪＯＴ府予選兼国体選手選考会 

男子 洛北クラブ   女子 京都クラブ    
山城総合運動公園体育館 

第３６回全国クラブ西地区京都府予選 

男子 ＨＣ同志社   女子 いろは 

４月２９日(水祝) 

第４回京都府社会人女子ＣＵＰ 

１位 京都クラブ  ２位 いろは 

３位 Noisy☆Guys      

山城総合運動公園体育館 

６月１１日（土） 

１２日（日） 

第２９回京都府小学生大会兼全国小大会府予選 

男子 優勝 桃園ＨＢＣ 準優勝 大住小 

女子 優勝 草内小   準優勝 薪小 

田辺中央体育館他 

６月２５日（土） 

２６日（日） 

第２１回ＪＯＴ近畿予選 

男子 洛北クラブ   女子 京都クラブ  
大阪府 関西大学他 

７月９日（土） 

  １０日（日） 

第３６回全国クラブ 中地区 

男子 ＨＣ同志社(優勝) 女子 いろは(優勝) 
兵庫県 加古川市 

７月２５日（土） 

２６日（日） 

京都府中学校総合体育大会(府民総体ｵー ﾌ゚ ﾝ競技) 

男子 優勝 大住中   準優勝 培良中 

女子 優勝 田辺中   準優勝 大住中 

山城総合運動公園体育館 

７月２８日（木） 

～３１日（日） 

第２９回全国小学生ハンドボール大会 

男子 桃園ＨＢＣ(準優勝) 大住小 

女子 草内小(ﾍ゙ ｽﾄ８)   薪小(３位) 

田辺中央体育館 

同志社大学体育館 

８月５日（金）～ 

６日（土） 

第６４回近畿中学校大会 

男子 大住中（準優勝） 培良中 

女子 田辺中（第３位） 大住中 

和歌山県 

橋本体育館 

８月９日（日） 

第３１回近畿小学生大会 

男子 草内小・田辺小・松井ケ丘小（優勝） 

女子 大住小・桃園小（優勝）・松井ケ丘小 

滋賀県長浜ドーム 

８月６日（土） 

～９日（火） 

第２１回ジャパンオープントーナメント 

男子 洛北クラブ 
愛媛県 松山市  

８月１３日（土） 

～１６日（火） 

第７１回国民体育大会近畿ブロック予選 

成年男子 京都選抜 成年女子 京都選抜 

少年男子 京都選抜 少年女子 京都選抜 

京都府 

山城総合運動公園体育館 

８月２１日（日） 

～２４日（水） 

第４５回全国中学生大会 

男子 大住中（ベスト８） 

女子 田辺中（ベスト１６） 

石川県金沢市 

９月３日（土）、 

４日（日） 

第２７回ＪＯＣｼ゙ ｭﾆｱｵﾘﾝﾋ゚ ｯｸｶｯﾌ゚ 近畿予選 

男子 京都選抜  女子 京都選抜(第３位) 
滋賀県大津市 

９月４日（日） 
第４４回近畿クラブ対抗選手権京都府予選 

男子 ＧＧ‘s    女子 Noisy☆Guys  
田辺中央体育館 

９月１０日（土） 小学生チャレンジ２０１６ 松井ケ丘小・薪小 

９月２２日(木祝) 
第１回京都府マスターズ大会 

優勝 男子 ＧＧ‘s  女子 東宇治婦人会 
田辺中央体育館 



１０月６日(木）～ 

１０月１０日(月) 

第７１回国民体育大会   

京都選抜 成年女子 少年男子 少年女子  
岩手県 花巻市 

１０月２２日(土) 

２３日(日) 

第４４回近畿クラブ対抗選手権大会 

男子 ＧＧ‘s    女子 Noisy☆Guys  

兵庫県  

神戸中央体育館 

１１月２７日(日) 
第６９回日本選手権京都府予選 

男子 同志社大学  女子 高校選抜 
田辺中央体育館 

１２月３日(土) 

   ４日(日) 

第６９回日本選手権近畿予選 

男子 洛北クラブ  女子 立命館大学 

和歌山県 

橋本体育館 

１２月２４日(土) 

 ～２７日（火） 

第２５回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

女子  京都選抜 

沖縄県 

浦添市民体育館他 

１月３０日（土） 小学生チャレンジ２０１６ 田辺中央体育館 

２月１１日(土) 

１２日(日) 

１９日(日) 

第５９回知事杯京都府選抜選手権大会 

優勝 男子 同志社大学  女子 高校選抜 

山城総合運動公園体育館 

田辺中央体育館他 

２月２６日（日） 

第４１回日本ハンドボールリーグ京都大会 

男子 湧永製薬 対 北陸電力 

女子 オムロン 対 三重ﾊ゙ ｲｵﾚｯﾄｱｲﾘｽ 

ハンナリーズアリーナ 

３月２０日(月･祝) 小学生ネクストリーグ 田辺中央体育館 

参 考 

月  日 事   業   名 会  場 

５月７日（土） 

～８日（日） 
京都市中学校春季総合体育大会 伏見港公園体育館他 

５月１４日（土） 

～２１日（土） 
第６９回京都府高等学校総合体育大会 田辺公園多目的広場他 

５月２１日（土） 

６月１２日（日） 

第６７回全国高校総体府予選 

兼第５９回近畿高校選手権府予選 
太陽が丘体育館他 

７月１６日（土） 

～１８日（月祝） 

第５９回近畿高校選手権大会 

男子 洛北・北嵯峨・田辺・城南菱創高校 

女子 洛北・田辺・大谷・城南菱創高校  

太陽が丘体育館他 

８月１日（月） 

～７日（日） 

第６７回全日本高等学校選手権大会 

男子 洛北高校   女子 洛北高校 
山口県周南市他 

８月８日（月） 

～１０日（水） 

第４回京都府高等学校夏季選手権大会 

男子 城南菱創高校   女子 大谷高校  
太陽が丘体育館 

１１月３日(土） 

１１月２３日(水）

第３６回府高校選抜大会府予選兼 

第６０回府高校新人大会 
太陽が丘体育館他 

１月２０日（金） 

～２２日（日） 

第４０回全国高校選抜大会近畿予選 

男子 洛北高校  城南菱創高校 

女子 洛北高校  田辺高校   

兵庫県神戸市他 

３月２３日（木） 

～２９日（水） 

第４０回全国高校選抜大会 

男子 洛北高校（準優勝） 女子 洛北高校 

兵庫県 

グリンアリーナ他 

３月２５日（土） 

～２９日（水） 

第１２回春の全国中学生選手権大会 

男子 大住中    女子 田辺中 

富山県氷見市 

ふれあいｽﾎ゚ ﾂーｾﾝﾀー 他 

 



平成28年度　審判部報告

1, 平成28年度　審判員派遣
場所 期日

大阪府・偕星学園高校、関西大学他  6月27日～ 6月28日 吉田健 福岡美千子
 7月28日～ 7月 31日協会(小学校教員含む)、高体連、中体連

吉田健 岡野哲裕 (協会)
塩見雅之 福岡美千子 (協会)
平舘一馬 奥井弘太 (中体連・高体連)

滋賀県長浜市 長浜ドーム 　8月 20日 尾崎周平 高島拓人
大阪府　堺市金岡公園体育館他　8月13日～8月15日 福岡美千子 近藤和也(13日)吉田健(14日)

吉田健 岡野　哲裕 (成年)
大田直希 西山周良 (少年)

滋賀県大津市 県立体育館  9月 3日～ 9月 4日 岡野哲裕 皆川英大
兵庫県　神戸中央体育館 10月22日～10月23日 吉田健 岡野哲裕
和歌山県立 橋本体育館 12月 3日～12月 4日 吉田健 岡野哲裕

高松宮記念杯第67回全日本高校選手権大会山口県　周南市他 　8月2日～8月7日 大田直希 西山周良
兵庫県　神戸市、加古川市他 　3月24日～3月29日 大田直希 西山周良

2, 平成29年度　審判員派遣予定大会
場所 期日

和歌山県　橋本体育館  6月24日～ 6月25日
京都府 田辺中央体育館他  8月3日～ 8月6日
滋賀県長浜市 長浜ドーム  8月13日
兵庫県　神戸グリーンアリーナ  8月19日～ 8月23日 19日～20日(成年)　22日～23日(少年)
大阪府　家原大池体育館  9月 2日～ 9月 3日
兵庫県　未定 10月28日～10月29日
京都府 未定 未定

3, 平成28年度　審判員登録数
終身
Ａ級
Ｂ級
Ｃ級
Ｄ級

審判員大会名

京都府 田辺中央体育館他

京都府宇治市　太陽が丘体育館

第40回全国高校選抜大会

備考

第21回JOT近畿予選

第29回全国小学校大会

第32回近畿小学生大会
第7回中学生クラブカップ

第71回国民体育大会近畿予選

第26回JOCジュニアオリンピックカップ
第45回近畿クラブ選手権対抗選手権大会
第69回日本選手権大会近畿予選

大会名

 8月13日～ 8月16日

最終日担当

  61名(新規56名学生含む)

第22回JOT近畿予選
第30回全国小学校大会
第34回近畿小学生大会
第72回国民体育大会近畿予選
第26回JOCジュニアオリンピックカップ
第70回日本選手権大会近畿予選
第46回近畿クラブ選手権対抗選手権大会

   4名
   4名
  10名
  15名







平成２９年度京都府協会事業計画（近畿協会事業含む） 
月 日 大  会  名 開 催 地 

４月 

３月２０日(月・祝)～ 京都府社会人リーグ開幕 八幡市民体育館 他 

８日（土）～ 関西学生春季リーグ 
田辺中央体育館・同志社大学体育館 

太陽が丘体育館・京都産業大体育館 他 

２１日（土） 平成２９年度京都府協会総会 田辺中央体育館 

２１日（土） 綴喜中学校春季大会 田辺中央体育館 

２９日（土・祝） 

第２２回ジャパンオープントーナメント京都府予選 

第３７回全国クラブ西地区京都府予選 

第７２回国民体育大会選手選考会（男子） 

山城総合運動公園体育館 

５月 

１３日（土） 平成２９年度第１回近畿理事長会議・近畿協会総会 京都府 

１３日（土）～２０日（土） 第７０回京都府高等学校総合体育大会 田辺公園多目的運動広場 他 

２０日（土） 京都市中学校春季大会 横大路体育館 

６月 

５月 27 日（土）～11 日（日） 
第６８回全国高校総体京都府予選兼 

第６０回近畿高校選手権京都府予選 
山城総合運動公園体育館他 

１０日（土）・１１日（日） 
第３１回京田辺市小学生大会 兼 

第３２回京都府小学生大会 
田辺中央体育館 

２４日（土）・２５日（日） 
第２２回ＪＯＴ近畿地区予選兼 

第３７回全国クラブ選手権大会近畿予選 
和歌山県 県立橋本体育館 

７月 

１５日（土）～１７日（月） 第６０回近畿高校選手権大会 滋賀県 滋賀県立体育館他 

２３日（日） 京都市中学校夏季選手権大会 山城総合運動公園体育館 

２４日（月）・２５日（火） 綴喜地方中学校夏季選手権大会 田辺中央体育館 

２７日（木）・２８日（金） 京都府中学校夏季総合選手権 山城総合運動公園体育館 



平成２９年度京都府協会事業計画（近畿協会事業含む） 
月 日 大  会  名 開 催 地 

８月 

３日（木）～６日（日） 第３０回全国小学生大会 京都府 田辺中央体育館他 

４日（金）～１０日（木） 第６８回全日本高校選手権大会 福島県福島市 

５日（土）～８日（火） 第２２回ＪＯＴ大会 福井県福井市 

７日（月）・８日（水） 第６６回近畿中学校総合体育大会 京都府 山城総合運動公園体育館他 

９日（木）～１１日（金） 第５回京都府高等学校夏季選手権大会 山城総合運動公園体育館 

１２日（土）～１５日（月） 国体選手強化練習会 山城総合運動公園体育館 

１３日（日） 第３３回近畿小学生大会 滋賀県 バイオ大学ドーム 

１４日（月）～１７日（木） 第２０回高校生長浜ドームカップ 滋賀県 バイオ大学ドーム 

１６日（水）・１７日（木） 第２６回ＪＯＣ京都選抜選考会 山城総合運動公園体育館 

１７日（木）～２０日（日） 第４６回全国中学生体育大会 沖縄県 沖縄県立武道館他 

１９日（土）・２０日（日） 第７２回国民体育大会近畿ブロック予選（成年） 兵庫県 神戸国際大学附属高校他 

１９日（土） 第２回近畿理事長会議 兵庫県神戸市 

２２日（火）・２３日（水） 第７２回国民体育大会近畿ブロック予選（少年） 兵庫県 グリーンアリーナ神戸 

２６日（土）・２７日（日） 近畿ＮＴＳ 和歌山県 橋本体育館  

２６日（土）・２７日（日） 第１９回全国ビーチハンドボール選手権大会 兵庫県 アジュール舞子 

２７日（日） 第２回京都マスターズ大会 久御山町総合体育館 

未定 第６９回日本選手権京都府予選 未定 

９月 
２日（土）・３日（日） 第２６回ＪＯＣジュニアオリンピック近畿予選 大阪府 堺市家原大池体育館他 

未定 第４６回近畿クラブ対抗選手権京都府予選 未定 



平成２９年度京都府協会事業計画（近畿協会事業含む） 
月 日 大  会  名 開 催 地 

１０月 

１日（土） 綴喜地方中学校新人大会 田辺中央体育館 

４日（水） 平成２９年度第１回全国理事長会議 愛媛県松山市 

５日（木）～９日（月） 第７２回国民体育大会 愛媛県松山市・西条市 

２１日（土） 

第４２回日本ハンドボールリーグ京都大会 

オムロン VS メイプルレッズ 

北國銀行 VS ソニーセミコンダクタ 

島津アリーナ 

２２日（日） 第１２回春の全国中学生大会府下予選 島津アリーナ 

２８日（土）・２９日（日） 第６９回日本選手権近畿予選 兵庫県 神戸国際大学体育館他 

１１月 

１０月２９日（日）～ 

１２月２日（土） 

第３７回府高校選手権兼第６１回府高校新人大会 

兼第４１回全国高等学校選抜大会府予選 

八幡市民体育館・京都ハンナリーズアリーナ 

山城総合運動公園体育館他 

１１日（土）・１２日（日） 第１５回全国車いす競技大会 京都府京田辺市 

２３日（木）・２６日（日） 第４６回近畿クラブ対抗選手権大会 京都府 田辺中央体育館 

２６日（日） 府中体連ＪＯＣ強化練習会 伏見港体育館 

１２月 

３日（日） 第１２回春の全国中学生大会府予選 伏見港体育館 

９日（土） 第３回近畿理事長会議 京都府京都市 

１９日（火）～２１日（木） 第６９回日本選手権 京都府 田辺中央体育館 

２１日（木） 高校強化練習会 山城総合運動公園体育館 

２３日（土） 小学生チャレンジ２０１７ 田辺中央体育館 

２３日（金）～２７日（火） 第２６回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 沖縄県浦添市 

１月 １９日（金）～２１日（日） 第４１回全国高校選抜大会近畿予選 京都府 田辺中央体育館他 



平成２９年度京都府協会事業計画（近畿協会事業含む） 
月 日 大  会  名 開 催 地 

２月 

４日（日） 高体連強化講習会 洛北高等学校 

１０日（土）・１１日（日） 

１８日（日） 
第６１回知事杯京都府選抜大会 

田辺中央体育館 

山城総合運動公園体育館・伏見港体育館 

１８日（日） 第２回全国理事長会議 東京都 味の素ＮＴＣ 

３月 

１７日（土） 小学生ネクスト２０１７ 田辺中央体育館 

２４日（土）～２９日（木） 第４１回全国高校選抜大会 兵庫県 グリーンアリーナ神戸他 

２４日（土）・２５日（日） 西日本医歯薬学生選手権大会 山城総合運動公園体育館 

２５日（土）～２９日（木） 第１３回春の中学生選手権大会 富山県氷見市 

 



収入の部
項   目 予  算  額 　　　　　摘　　　　　　　　　　要

　一般Ａ   5,000＋（役員×1,000）＋（個人×  700）

　一般Ｒ  10,000＋（役員×1,000）＋（個人×1,400）

　大学    8,000＋（役員×1,000）＋（個人×  900）

　高専・高校  10,000＋（役員×1,000）＋（個人×  300）

　中学    3,000＋（役員×1,000）＋（個人×  300）

　小学 　 1,000＋（役員×1,000）＋（個人×  200）

運 営 費 230,000 　各大会参加料（知事杯・JOT・国体選考会等）

　府体育協会より（府民総体）　25,000円

雑 収 入 200 　銀行利息

　オムロン助成金　1,000,000円

繰 越 金 435,245 　平成28年度一般会計からの繰越金

合 計 4,290,445

支出の部
項   目 予  算  額 　 　　　　　摘　　　　　　　　　要

登 録 金 210,000 　日本協会登録金（加盟金・国体登録）

　近畿協会 100,000

　京都府体育協会 60,000

　各大会運営費（知事杯・JOT・国体選考会等） 450,000

　日本リーグ運営費（開催権料・会場使用料他） 1,200,000

　京都マスターズ大会運営費 200,000

　全国小学生大会・京都市ハンドボール教室負担 100,000

会 議 費 40,000 　理事会等会議費

庶 務 費 30,000 　振込手数料・切手代・協会Webサイト運営費　等

強 化 費 170,000 　全国大会出場激励金（@10,000）

派 遣 費 800,000 　大会役員・審判派遣費（全国理事長会議・近畿理事長会議他）

　研修会等派遣費（全国NTS・U-12指導者講習会他）

参 加 費 400,000 　国体参加費

積 立 金 500,000

予 備 費 30,445 　慶弔費他

合 計 4,290,445

　協会50周年・世界マスターズ等積立金

日本リーグ 1,700,000
　入場料収入　　700,000円

分 担 金 160,000

事 業 費 1,950,000

平成２９年度 京都府ハンドボール協会 一般会計 予算（案）

登 録 金 1,900,000

助 成 金 25,000



収入の部

項   目 予  算  額 　　　　　摘　　　　　　　　　　要

繰 入 金 500,000 　一般会計より繰入 500,000

雑 収 入 10 　銀行利息 10

繰 越 金 1,500,102 　平成28年度積立金会計からの繰越金

合 計 2,000,112

支出の部

項   目 予  算  額 　 　　　　　摘　　　　　　　　　要

繰 出 金 0 　一般会計に繰出 0

合 計 0

平成２９年度 京都府ハンドボール協会 積立金 予算（案）


