
 

 

日  時  ２０１９年５月１８日（土）１５：００～ 

場  所  田辺中央体育館会議室 

 

 

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 ２０１８年度事業報告について 

   ② ２０１８年度決算報告について 

   ③ ２０１９・２０２０年度京都府協会役員について 

   ③ ２０１９年度事業計画（案）について 

   ④ ２０１９年度予算（案）について 

   ⑤その他 質疑応答 

４ その他 

 

 

 

 

 

京都府ハンドボール協会 

 



平成３０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２９日(土祝) 平成３０年度京都府協会総会 八幡市民体育館 

４月２９日(土祝) 

第２３回ＪＯＴ京都府予選兼第３８回全国クラ

ブ選手権中地区大会京都府予選国体選手選考会 

男子 １位 洛北クラブ 

女子 １位 京都クラブ 

八幡市民体育館 

６月 ９日(土) 

  １０日(日) 

第３３回京都府小学生大会兼全国小大会府予選 

男子優勝 薪小  準優勝 桃園ＨＢＣ 

女子優勝 薪小  準優勝 桃園ＨＢＣ 

田辺中央体育館他 

６月３０日（土） 

７月 １日（日） 

第２３回ＪＯＴ近畿予選兼第３８回全国クラブ

選手権中地区大会近畿予選 
伏見港体育館 

７月日(日) 
第７１回日本選手権京都府予選 

男子 洛北   女子 同志社大学 

山城総合運動公園

体育館 

７月２１日（土） 

  ２２日（日） 

第３８回全国クラブ選手権大会・中地区大会 

男子 洛北クラブ  女子 京都クラブ 
長野県千曲市 

７月２８日（土） 

２９日（日） 

京都府中学校総合体育大会 

（府民総体オープン競技） 

山城総合運動公園

体育館 

８月２日（木） 

～６日（月） 

第３１回全国小学生ハンドボール大会 

男子 薪小（優勝）・桃園ＨＢＣ 

女子 薪小     桃園ＨＢＣ 

田辺中央体育館 

同志社大学体育館 

８月６日（月）～

７日（日） 

第６７回近畿中学校総合体育大会 

男子 大住中学校  培良中学校 

女子 大住中学校  培良中学校 

大阪府 

家原大池体育館 

8月１０日（金） 

～１２日（日） 

第７３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 

和歌山県 

橋本体育館 

８月１８日（土） 

～２１日（火） 

第４７回全国中学生大会 

男子 大住中学校  深草中学校 

女子 培良中学校 

山口県 

周南総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

8月１９日(日) 

第３２回近畿小学生大会 

男子 草内小・薪小・田辺小 

女子 大住小・草内小・薪小 

滋賀県 

バイオ大学ドーム 

９月１日（土） 

２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 

和歌山県 

橋本体育館 

9月１３日（木） 

～１７日(月) 

第７２回国民体育大会   

京都選抜 少年男子 少年女子 
福井県福井市 

9月３０日(日) 

第４７回近畿クラブ対抗選手権大会京都府予選 

男子 八幡クラブ  ＧＧ‘s    葵クラブ 

女子 京都クラブ   

西山公園体育館 

１０月 8日（祝） 

第４２回日本リーグ京都大会 

ＨＣ名古屋 ＶＳ 大阪ラビッツ 

オムロン  ＶＳ アランマーレ富山 

田辺中央体育館 

10月２８日(土) 

２９日(日) 

第７０回日本選手権近畿予選 

男子 洛北クラブ 

大阪体育大学体育

館 



11月２３日（金） 

２４日（土） 

第４７回近畿クラブ対抗選手権大会京都府予選 

男子 八幡クラブ  ＧＧ‘s    葵クラブ 

女子 京都クラブ   

山城総合運動公園

体育館 

12月２３日（金） 

 ～２７日（火） 

第２７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 

男子  京都選抜   女子  京都選抜 

埼玉県 

さいたま市 

2月 10日(日) 

・11日(日) 

18日(日) 

第６１回知事杯京都府選抜選手権大会 

優勝男子 洛北高校 女子 同志社大学 

山城総合運動公園

体育館 

田辺中央体育館他 

参 考 
月  日 事   業   名 会  場 

５月１２日（土） 

～１９日（土） 
第７１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２６日（土） 

～6月９日（日） 

第６９回全国高校総体府予選 

兼第６１回近畿高校選手権府予選 
ﾊﾝﾅﾘｰｽﾞｱﾘｰﾅ他 

７月１３日（金） 

～８月１日（水） 

第６１回近畿高校選手権大会 

男子 1位 洛北高校  

女子 1位 洛北高校  

奈良県  

シダーアリーナ他 

７月２７日（金） 

～１０日（木） 

第６９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 
三重県鈴鹿市 

８月１日（水） 

～３日（金） 
第６回京都府高等学校夏季選手権大会 太陽が丘体育館 

10 月 27 日（土）

～11月25日（日） 

第３８回府高校選抜大会府予選兼 

第６２回府高校新人大会 

太陽が丘体育館他 

伏見港公園体育館 

１月１９日（金） 

～２１日（日） 
第４２回全国高校選抜大会近畿予選 

滋賀県 

大津市民体育館 

３月２４日（日） 

～２９日（金） 

第４２回全国高校選抜大会 

女子 洛北高校 
埼玉県・千葉県 

３月２５日（月） 

～２９日（金） 

第１３回春の全国中学生選手権大会 

男子 大住中学校  女子 大住中学校 

富山県氷見市 

ふれあいｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 

 



２０１９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３１日(日)～ 京都府社会人リーグ開幕 田辺中央体育館 他 

６日（土）～ 関西学生春季リーグ 田辺中央体育館・同志社大学体育館他 

２０日（土） 綴喜中学校春季大会 田辺中央体育館 

２１日（土） 
第２４回ジャパンオープントーナメント京都府予選

第７３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 

１１日（土） 2019 年度第１回近畿理事長会議・近畿協会総会 奈良県 

１１日（土）～１８日（土） 第７２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 

１８日（土） ２０１９年度京都府協会総会 八幡市民体育館 

 京都市中学校春季大会 松尾中・深草中 

 

６月 

５月 25 日（土）～９日（土） 
第７０回全国高校総体京都府予選兼 

第６２回近畿高校選手権京都府予選 
太陽が丘体育館 

８日（土）・９日（日） 
第３３回京田辺市小学生大会 兼 

第３４回京都府小学生大会 
田辺中央体育館 

１５日（土）・１６日（日） 第２４回ＪＯＴ近畿地区予選 兵庫県グリーンアリーナ 

７月 

６日（土）・７日（日） ２０１９近畿クラブ選手権大会 和歌山県橋本体育館 

２２日（月）～２４日（水） 第６２回近畿高校選手権大会 和歌山県 ビックホエール他 

 京都市中学校夏季大会 四条中・深草中・伏見港公園体育館 

２０日（土）・２１日（日） 綴喜地方中学校夏季選手権大会 田辺中央体育館 

２８日（日）・２９日（月） 京都府中学校夏季総合体育大会 山城総合運動公園体育館 



２０１９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 

１日（木）～５日（日） 第３２回全国小学生大会 京都府 田辺中央体育館他 

３日（土）～９日（金） 第７０回全日本高校選手権大会 熊本県山鹿市 

５日（木）～６日（金） 第７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 

７日（水）・８日（木） 第６８回近畿中学校総合体育大会 滋賀県 野洲総合体育館他 

９日（土）～１３日（火） 第２３回ＪＯＴ大会 鹿児島県 

１２日（月）・１３日（火） 強化練習会 田辺中央体育館 

１４日（水）～１５日（木） 国体選手強化練習会 山城総合運動公園体育館 

１５日（木）～１７日（土） 第２２回高校生長浜ドームカップ 滋賀県 バイオ大学ドーム 

１８日（日） 第３４回近畿小学生大会 滋賀県 バイオ大学ドーム 

２０日（火）～２３日（火） 第４８回全国中学生体育大会 兵庫県ワールド記念ホール 

２２日（木）～２５日（日） 第７４回国民体育大会近畿ブロック予選 奈良県 天理大学杣の内第一体育館 

２３日（金） 第２回近畿理事長会議 奈良県 

２４日（土）・２５日（日） 近畿ＮＴＳ 和歌山県 県立橋本体育館  

９月 

８月３１日（土）・１日（日） 第２８回ＪＯＣジュニアオリンピック近畿予選 山城総合運動公園体育館 

８日（日） 第４回京都マスターズ大会（男子） 伏見港公園体育館 

３０日（日） 第４８回近畿クラブ対抗選手権京都府予選 西山公園体育館 



２０１９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 

 綴喜地方中学校新人大会 田辺中央体育館 

３日（木）～８日（火） 第７４回国民体育大会 茨城県 

６日（日） 第４回京都マスターズ大会（女子） 伏見港公園体育館 

１３日（日） 強化練習会 洛北高校 

２０日（日） 第７１回日本選手権京都府予選 久御山町総合体育館 

２６日（土）～２７日（日） 第７１回日本選手権近畿予選 滋賀県立体育館 

１１月 

10 月 22 日（土）～24 日（日） 
第３９回府高校選手権兼第６３回府高校新人大会 

兼第４３回全国高等学校選抜大会府予選 

山城総合運動公園体育館・伏見港公園体育館

久御山町総合体育館他 

 第１４回春の全国中学生大会府下予選  

３０日（土）・12 月 1 日（日） 第４８回近畿クラブ対抗選手権大会 奈良県生駒市民体育館 

１２月 

 第１４回春の全国中学生大会府予選  

１４日（土） 第３回近畿理事長会議 奈良県 

２３日（月）・２４日（火） 近畿私学高等学校大会 田辺中央体育館 

２２日（日）～２６日（木） 第２８回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ 埼玉県さいたま市記念体育館他 

１月 

１１日（土） 
第４４回日本ハンドボールリーグ京都大会 

オムロン VS 北國銀行 
横大路運動公園体育館 

２４日（金）～２６日（日） 第４２回全国高校選抜大会近畿予選 山城総合運動公園体育館 

１９日（土）・２０日（日） 第５回京都府中学校１・２年生強化練習会 山城総合運動公園体育館 



２０１９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 

２日（日）・９日（日） 

１１日（火）・１６日（日） 
第６２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 

１６日（日） 第２回全国理事長会議 東京都 （公財）日本ハンドボール協会 

２３日（日）・２４日（月） 第１回京都府高等学校冬季選手権大会 山城総合運動公園体育館 

２９日（土）3 月 1 日（日） 一休カップ 田辺中央体育館 

３月 

２日（土）・３日（日） 春の全国中学生大会強化練習会 山城総合運動公園体育館 

１４日（土） 小学生ネクスト２０１７ 田辺中央体育館 

１４日（土） 強化練習会 山城総合運動公園体育館 

２４日（火）～２９日（土） 第４３回全国高校選抜大会 埼玉県 千葉県 

２５日（水）～２９日（土） 第１５回春の中学生選手権大会 富山県氷見市 ふれあいスポーツセンター 

 



京都府ハンドボール協会 ２０１９・２０２０年度役員について 

 

 

◎会長、副会長、監事の承認について 

 

会 長  大 羽 隆 夫（元京都府ハンドボール協会副会長） 

副 会 長  中 森 雅 彦（現京都府ハンドボール協会副会長） 

  國 府   勝（現京都府ハンドボール協会副会長） 

顧  問  小 西 博 喜（現京都府ハンドボール協会副会長） 

  吉 田 博 二（現京都府ハンドボール協会副会長） 

監  事  酒 井   護 

 

◎理事長、副理事長の選任について 

 

理 事 長  佐 路 清 隆（京田辺市役所） 

副理事長  西 村   純（京都府立洛北高等学校） 

  佐久間 良 幸（京都府立洛北高等学校） 

 

 

◎審判長の選任について 

審 判 長  加 藤 英 二（京都府立桃山高等学校） 

 


