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喜びの男子・向原▲と女子・山陽▼

第６６回中国高校選手権県予選は２０
１５年県高校選手権を兼ねて４月１１、
１２日に広経大石田記念体育館で開かれ
た。
男子は向原が５年ぶり５度目の優勝を
飾り、女子は山陽が前回に続き制した。
なお男女とも上位３校が今月９、１０日
にキリンビバレッジ周南総合スポーツセ
ンターなどでの中国選手権に出場する。
男子の向原は５年ぶり、呉工は４年連続、
広は７年連続の中国大会。女子は山陽と
賀茂が３年連続、桜が丘は２年ぶりの出
場。
男子は向原が久々に頂点を極めた。
準々決勝で修道に前半６点リードされた
が、後半に猛反撃に転じ２点差をつけて
逆転勝ちし、以後は安定した戦いぶりで
勝ち進んだ。面白かったのは３位決定戦。
前半５点差をつけられた山陽が挽回して
延長戦にもつれ込み、延長でも決着がつ
かず７ＭＴＣでやっと１点差で広が勝利
を手にした。
女子は山陽をどこが苦しめるかに注目
が集まったが、２試合とも大差をつけて
２連覇につないだ。

全国クラブ選手権西地区
春季一般
■ジャパンオープントーナメント県予選■
▽男子決勝＝出場２チーム
日新製鋼３０（１３－ ４、１７－

８）１２マ ツ ダ

■全国クラブ選手権西地区県予選■
▽男子決勝＝出場２チーム
広島ＨＣ２６（１４－１３、１２－１０）２３Ａ Ｗ Ｃ

■県春季一般選手権■
【男子】
▽１回戦
広 経 大３５（１８－ ７、１８－ ９）１６広 工 大
広 島 大２９（１５－ ５、１４－１３）１８
▽決勝
広 経 大２０（１０－ ６、１０－ ８）１４広 島 大
【女子】
▽リーグ戦
広 島 大２８（１５－１０、１３－１２）２２
広 島 大２２（９ － ９、１３－１３）２２広 経 大
広 経 大２５（１３－１２、１２－１３）２５
※順位 ①広島大１勝１分け②広経大２分け③瀬戸内
レディース１分け１敗

お知らせ

「 広島レポート」県協会
ＨＰでご覧いただけます

「ハンドボール 広島レポート」は県協会ＨＰでご
覧いただけます http;//hiroshima-hba.sakura.ne.jp
また、トップス広島のＨＰにもアップされています。
www.tops-h.net/ どうぞご利用ください

県春季一般選手権、ジャパンオ
ープントーナメント県予選、全国
クラブ西地区大会県予選は４月
１８、１９日に日新製鋼呉体育館
で開かれた。
７月に広島で開かれるクラブ
選手権には１位の広島ＨＣが開
催地枠で本戦出場を決め、ＡＷＣ
が中国予選に回った。ジャパンオ
ープンは日新製鋼とマツダが中
国予選に出場。春季一般は男子が
広経大、女子は広島大が制した。

早川

文司
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■中国高校選手権県予選成績■
【男子】
▽１回戦
向 原５１（２４－ ８、２７－ ３）１１如水館
山 陽３１（１６－ ４、１５－ ６）１０賀 茂
廿日市２５（１６－ ６、９ －１１）１７三津田
西条農２２（７ － ８、１５－１０）１８祇園北
▽準々決勝
向 原３５（１２－１８、２３－１５）３３修 道
山 陽２６（１２－ ４、１４－ ９）１３城 北
広 ２８（１１－ ９、１７－１５）２４廿日市
呉 工１９（１１－ ２、８ － ４） ６西条農
▽準決勝
向 原３４（１６－１０、１８－１２）２２山 陽
呉 工２１（７ －１０、１４－ ９）１９ 広
▽３位決定戦
広 ２２（１０－ ５、６ －１１
延長３－３、７ＭＴＣ３－２）２１山陽
▽決勝
向 原３０（１６－１３、１４－ ９）２２呉 工
【女子】
▽１回戦
桜が丘２０（１０－ ６、１０－１２）１８
祇園北２６（１４－ ２、１２－ ４） ６三津田
▽準決勝
山 陽４０（１６－ ３、２４－ ９）１２桜が丘
賀 茂２３（９ － ４、１４－ ６）１０祇園北
▽３位決定戦
桜が丘１８（１３－ ３、５ － ８）１１祇園北
▽決勝
山 陽２８（１３－ ９、１５－ ５）１４賀 茂

■中国中学生選抜交流大会■
【男子】
▽予選リーグＡ組＝修道中
●５ （２ －２６、３ －２５）５１美・Ｇ
●１０（６ －１５、４ －１５）３０下松中
（注）美・Ｇは美川中・ＧＵＳＴＡＶ山口
▽予選リーグＢ組＝昭和北中
●１６（７ －１６、９ －１６）３２岐陽中
●１６（６ － ７、１０－１４）２１操南中
▽３位リーグ
修道中１２(３ －１５、９ － ９)２４末武中
昭和北中１７(７ －９、１０－１６)２５末武中
昭和北中１１（７ － ５、４ － ５）１０修道中
※順位 ⑧昭和北中１勝１敗⑨修道中２敗
【女子】＝メイプルレッズジュニア
▽予選リーグＡ組
○２６（１２－ ９、１４－１４）２３下松中
●１９（１２－１５、７ －１０）２５平田中
▽２位リーグ
○２６（９ －１１、１７－２）１３総社西中
▽１１（５ － ７、６ － ４）１１住吉中
※順位 ④１勝１分け（４位の住吉中とは得失点
差による）

メイプル４位
中国中学生交流大会
中国中学生選抜交流大会は３月
２８、２９の両日、キリンビバレ
ッジ周南総合スポーツセンターで
開かれ、女子のメイプルレッズジ
ュニアが健闘し４位になった。
予選を１勝１敗の２位のメイプ
ルレッズは２位リーグで１勝１分
けとし、住吉中と勝ち点３で並ん
だが、得失点差で上回った。
男子は 修道中と 昭和北 中が 参
加。ともに予選リーグは２敗の３
位となり、３位リーグに回った。
昭和北中は修道中に１点差で逃げ
切り、貴重な勝ち点を挙げ８位と
なった。修道中は連敗して最下位
の９位に終わった。
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（新任）
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槙場 英昭＝強化副部長
中本 成基＝審判副部長
渡辺 巧二＝呉協会理事長・強化副部長
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田中多美枝＝指導普及部
・理
事
河本 英希＝中学生
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木村 英之＝競技部
元田 一好＝県指導委員
向井 良文＝総務部
武田 大伸＝強化部
津島 正司＝小学生
松本 清孝＝広報部
森山
透＝ＮＴＳ・中国協会理事
福田 賢治＝総務部
青戸あかね＝ＮＴＳ
檜崎
潔＝審判部
吉近 充洋＝ＪＨＬ
吉岡 敏彦＝総務部
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浜脇氏

湧永氏

功績称え、飛躍誓い披露会
県協会会長が浜脇純一氏から湧永寛仁氏
に代わったことを受け、県協会は４月２０
日に広島市内のホテルで披露の会を開い
た。
県体協の加藤義明会長をはじめ日本協会
の市原則之副会長、県協会役員ら３０人が
集い、功績をたたえるとともに県協会のさ
らなる飛躍を誓い合った。
２０１５年から１２年間にわたって会長
を務めた浜脇・前会長は「いいタイミング
でバトンタッチが出来た。引き続きサポー
トする」と振り返り、湧永新会長は「広島
を強くしてオリンピックにつなげたい。広
島と日本のハンドボール界を支えたい」と
就任への強い決意を述べた。

金明恵・新監督を迎え５
月からの新シーズンを迎
えるメイプルレッズの選
手、スタッフら１８人が４
月８日、エディオンスタジ
アムで行われたサッカ
ー・ナビスコカップ、サン
フレッチェ広島と湘南の
一戦を応援した。
同じトップス広島の仲
間だけに、応援にも一段と
熱が入り、サンフレッチェ
のチャンスには大声を張
り上げ声援を送った。試合
は若手のホープ 浅野の
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後半ロスタイムの２得点目で追いつき、引
き分けに終わった。
大阪・長居スタジアムで観戦したことが
あり、日本代表の内田選手のファンという
ルーキー眞継麻礼選手（大教大出身）は「サ
ッカー観戦は大好き。これからもチャンス
があれば、サンフレッチェの応援のために
また来たい」とチームメートと声を張り上
げていた。

★呉地区高校総体兼市民大会（４．２５・
呉オークアリーナ）
【高校男子】１回戦 三津田３０－１５如
水館▽準決勝 広２７－１１呉港、呉工４
３－９三津田▽決勝 呉工２２－２１広
【高校女子】決勝 清水ヶ丘１３－４三津
田
【中学校男子】１回戦 昭和北３７－１２
昭和、片山２２－１６呉中央▽３位決定戦
呉中央２９－２２昭和▽決勝 昭和北２４
－２０片山

実施分は除く

◆５月◆
・県小学生大会
２３日 中区ＳＣ
◆６月◆
・県高校総体
６、７日 呉オークアリーナ
・安芸高田市カップ １３、１４日
湧永満之記念体育館ほか
・国体県予選会
２０日 日新製鋼体育館
◆７月◆
・県小学生リーグ
７日 呉市体育館
・県中学校選手権 １８、１９日
呉オークアリーナ
◆８月◆
・県高校ジュニア大会 ２９、３０日 呉工高Ｇ
◆９月◆
・県小学生リーグ
６日 湧永満之記念体育館
・県中学校総体
２６、２７日 中区ＳＣ
◆１０月◆
・県秋季一般選手権 １８、２５日
広経大石田記念体育館
◆１１月◆
・県高校新人大会
１４、１５日 呉ｵｰｸｱﾘｰﾅ
・県小学生選手権
２３日 中区ＳＣ
◆１２月◆
・全国高校選抜県予選 ２６、２７日 呉ｵｰｸｱﾘｰﾅ
※２０１６年
◆１月◆
・春の全国中学県予選 １０、１１日 呉ｵｰｸｱﾘｰﾅ
◆３月◆
・県室内総合選手権
１２、１３日 ｸﾞﾘｰﾝｱﾘｰﾅ

中国地区大会競技日程
◆５月◆
・中四国学生春季リーグ

２～６日
広経大石田記念体育館
・中国高校選手権 ９、１０日 周南総合ＳＣほか
・ジャパンオープントーナメント・全国クラブ中国
予選
１６、１７日 日新製鋼呉体育館ほか
◆７月◆
・中国地区高専大会 ４、５日 周南総合ＳＣほか
◆８月◆
・中国中学校選手権
８、９日 周南総合ＳＣ
・ミニ国体 ２１～２３日 米子市民体育館ほか
・中四国学生秋季リーグ ２４～２８日
周南総合ＳＣ
・ＪＯＣジュニアオリンピックカップ中国予選
２９、３０日 周南総合ＳＣ
◆９月◆
・中国高校交流大会 １９、２０日
東広島運動公園体育館ほか
◆１０月◆
・中国小学生交流大会 １１、１２日
桃太郎アリーナ
◆１１月◆
・中国一般選手権 ２１，２２日 周南総合ＳＣ
※２０１６年
◆１月◆
・ピーチカップ小学生大会 ３０、３１日
きびじアリーナほか
◆２月◆
・全国高校選抜大会中国予選兼中国高校新人大会
６、７日 周南総合ＳＣほか

県内開催の全国大会
◆６月◆
・ヒロシマ国際大会
２６～２８日 中区ＳＣ
◆７月◆
・全国クラブ選手権西地区大会 １１、１２日
グリーンアリーナほか
◆８月◆
・ＪＨＬジュニアリーグ
７～９日サンプラザ

