
信夫 清水 内一 本一 四北 石川 郡一 福一 北信

信夫 本一 郡一 清水 四北 福一 内一 石川 北信

北信 四北 信夫 内一 福一 本一 石川 清水 郡一

内一 福一 郡一 北信 石川 信夫 川俣 勝ち 負け 得失

◇女子リーグ戦◇

郡四・中北 福島一中 清水中

信夫中 本宮一中 郡山一中

◆Ｃブロック◆

北信中 内郷一中 石川ｸﾗﾌﾞ

◆Gブロック◆ ◆Hブロック◆ ◆Iブロック◆

内郷一中

◆Ｄブロック◆ ◆Ｅブロック◆ ◆Ｆブロック◆

北信中
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本宮一中

郡四・中北

石川クラブ

信夫中

清水中

内郷一中

郡山一中

福島一中

北信中

◆Ａブロック◆ ◆Ｂブロック◆

信夫中 清水中

川俣・中北

福島一中

郡山一中

北信中

石川クラブ

信夫中

内郷一中

本宮一中 郡四・中北 石川ｸﾗﾌﾞ

郡山一中 福島一中



試合時間：男女ともに１５分ゲーム

試合時間 種別 番号 チーム 対戦 チーム ｵﾌｨｼｬﾙ 種別 番号 チーム 対戦 チーム ｵﾌｨｼｬﾙ

9:15

10:00 U_13 1 信夫 vs 清水 郡一男 U_13 ① 本宮一 vs 郡四・中北 福一男

10:20 U_13 2 内郷一 vs 福島一 郡一女 U_13 ② 北信 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 信夫女

10:40 U_13 3 郡山一 vs 福島一 本一男 U_13 ③ 清水 vs 内郷一 四北男

11:00 U_13 4 郡山一 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 内一女 U_13 ④ 信夫 vs 川俣・中北 北信女

11:20 U_13 5 郡四・中北 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 信夫男 U_13 ⑤ 福島一 vs 北信 清水男

11:40 U_13 6 内郷一 vs 信夫 石川女 U_13 ⑥ 福島一 vs 北信 川北女

12:00 U_13 7 信夫 vs 内郷一 北信男 U_13 ⑦ 本宮一 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 内一男

12:20 U_13 8 郡山一 vs 川俣・中北 福一女 U_13 ⑧ 石川ｸﾗﾌﾞ vs 信夫 北信女

12:40 U_13 9 郡山一 vs 北信 石川男 U_13 ⑨ 内郷一 vs 北信 郡一女

13:00 U_13 10 信夫 vs 本宮一 内一男 U_13 ⑩ 清水 vs 郡四・中北 石川男

13:20 U_13 11 福島一 vs 川俣・中北 信夫女 U_13 ⑪ 内郷一 vs 郡山一 石川女

13:40 U_13 12 内郷一 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 清水男 U_13 ⑫ 本宮一 vs 郡山一 四北男

14:00 U_13 13 郡山一 vs 北信 内一女 U_13 ⑬ 福島一 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 川北女

14:20 U_13 14 郡四・中北 vs 福島一 信夫男 U_13 ⑭ 石川ｸﾗﾌﾞ vs 北信 本一男

14:40 U_13 15 郡山一 vs 信夫 福一女 U_13 ⑮ 石川ｸﾗﾌﾞ vs 川俣・中北 北信女

15:00 U_13 16 信夫 vs 郡山一 北信男 U_13 ⑯ 清水 vs 福島一 石川男

15:20 U_13 17 内郷一 vs 川俣・中北 郡一女 U_13 ⑰ 北信 vs 信夫 石川女

15:40 U_13 18 内郷一 vs 北信 郡一男 U_13 ⑱ 本宮一 vs 清水 福一男

16:00 U_13 19 福島一 vs 信夫女 内一女 U_13 ⑲ 内郷一 vs 石川ｸﾗﾌﾞ 川北女

Ａコート（入り口側） Ｂコート（入り口反対側）

第２回　福島県ハンドボールＵ-13学年別大会 試合順

9:15から開始できるように会場にお集まり下さい。
ウォーミングアップを兼ねた県講習会の伝達講習を開催いたします。ご参加下さい。

（お願い：各チームで１号球を持っている場合は、ご持参下さい。）
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