
第４回中学生クラブチームカップ結果

【男子競技型結果】

[男子競技型グループＡ]
26 （13-11,13-6) 17 府中ハンドボールクラブ

(広島県)

27 (10-6,17-9) 15

31 (18-11,13-14) 25 府中ハンドボールクラブ

グループＡはＬＨＣ静岡が競技型決勝ラウンドへ

[男子競技型グループＢ]
43 (15-7,28-8) 15 KHC(川西ハンドボールクラブ)

28 (13-9,15-12) 21 とびうめジュニア

30 (14-16,16-11) 27 KHC(川西ハンドボールクラブ)

グループＢはヴァルト岐阜が競技型決勝ラウンドへ

[男子競技型グループＣ]
28 (14-7,14-10) 17 HC豊田ジュニア

21 (10-8,11-10) 18 流山ハンドボールクラブ

35 (17-8,18-7) 15

30 (10-9,20-19) 28 流山ハンドボールクラブ

グループCは大阪ＲＳＣが競技型決勝ラウンドへ

[男子競技型７～１０位決定戦]
30 (13-8,17-10) 18 流山ハンドボールクラブ

43 (19-9,24-7) 16 HC豊田ジュニア

27 (15-6,12-10) 16 HC豊田ジュニア

33 (16-6,17-7) 13 府中ハンドボールクラブ

[男子競技型４～６位決定戦]
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23 (9-10,14-12) 22

23 (11-9.12-10) 19

41 (23-6,18-8) 14
(広島県)

[男子競技型決勝ラウンド]
37 (15-9,22-9) 18

26 (14-7,12-12) 19

36 (16-4,20-10) 14

男子競技型　　 優勝：ヴァルト岐阜(岐阜県)

男子競技型　準優勝：ＬＨＣ静岡ハンドボールスクール(静岡県)

男子競技型　 　 ３位：大阪ＲＳＣ(大阪府)

[男子普及型]
28 (11-9,17-11) 20 ＧＵＳＴＡＶ山口

　　(山口県)

17 (8-8,9-7) 15 ＨＣ奈良Ｕ－１５
　　(奈良県)

37 (13-7,24-7) 14 ＨＣ奈良Ｕ－１５
　　(奈良県)

32 (15-8,17-14) 22 ＧＵＳＴＡＶ山口
　　(山口県)

21 (13-9,8-10) 19 ＨＣ奈良Ｕ－１５
　　(奈良県)

23 (10-12,13-10) 22 ＨＣ奈良Ｕ－１５
　　(奈良県)

男子普及型　　 優勝：Kyoto MOMO(京都府)

【女子競技型結果】
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[女子競技型グループＡ]
46 (28-5,18-5) 10 EHCユース

(愛媛県)

39 (25-0,14-8) 8

29 (11-10,18-13) 23

グループＡは大阪ジュニアクラブとＥＨＣユースが競技型決勝ラウンドへ

[女子競技型グループＢ]
30 (16-10,14-13) 23 KHC(川西ハンドボールクラブ)

33 (20-4,13-6) 10 South-lead
　(岡山県)

29 (15-12,14-12) 24 長崎ジュニアハンドボールクラブ

35 (21-5,14-9) 14 South-lead
　(岡山県)

グループBは７beatと長崎ジュニアが競技型決勝ラウンドへ

[女子競技型５～７位決定戦]
34 (24-6,10-13) 19 South-lead

　(岡山県)

20 (13-5,7-6) 11

33 (18-4,15-2) 6 South-lead
(広島県) 　(岡山県)

[女子競技型決勝ラウンド]
27 (14-5,13-11) 16 長崎ジュニアハンドボールクラブ

18 (7-5,11-6) 11 EHCユース
(愛媛県)

34 (14-9,20-7) 16 EHCユース
(愛媛県)

42 (23-9,19-5) 14 ７beat
  (岐阜県)

女子競技型　　 優勝：大阪ジュニアクラブ(大阪府)

女子競技型　準優勝：７beat(岐阜県)

女子競技型　 　 ３位：長崎ジュニアハンドボールクラブ(長崎県)
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第４回中学生クラブチームカップ個人表彰

【男子】 【女子】

敢闘賞(普及型チームより選出) 敢闘賞(普及型チームより選出)

◇村井　海斗〈Kyoto MOMO〉 ◇楠田　瑞帆〈South-lead〉

インパル賞 インパル賞

◇松井　世早実〈とびうめジュニア〉 ◇碓井　鈴果

〈広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ〉

ベストセブン ベストセブン

◇石原　裕緒〈ヴァルト岐阜〉 ◇植松　莉子〈大阪ジュニアクラブ〉

◇横山　綜大〈ヴァルト岐阜〉 ◇平川　　 愛〈大阪ジュニアクラブ〉

◇大野　響也〈ヴァルト岐阜〉 ◇森岡　香月〈大阪ジュニアクラブ〉

◇加藤　将海〈ＬＨＣ静岡ハンドボールスクール〉 ◇村上　果穂〈７beat〉

◇小林　 　亮〈ＬＨＣ静岡ハンドボールスクール〉 ◇井上　　 凜

◇佐藤　辰哉〈大阪ＲＳＣ〉 〈長崎ジュニアハンドボールクラブ〉

◇藤田　利槻〈とびうめジュニア〉 ◇伊藤　澪奈〈ＥＨＣユース〉

◇織田郁公子

〈ＫＨＣ(川西ハンドボールクラブ)〉

ＭＶＰ ＭＶＰ

◇山崎　洸平〈ヴァルト岐阜〉 ◇辻　菜乃香〈大阪ジュニアクラブ〉
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