
【男子結果】
[男子Ａグループ]

60 （29-11,31-8)19

33 (12-12,21-7) 19

52 (25-2,27-2) 4

Ａグループは大阪RSCが決勝ラウンドへ、霧島クラブが5-8位決定戦へ、EHCユースが9-12位決定戦へ

[男子Ｂグループ]
29(17-10,12-12) 22

29(15-11,14-17) 28

27 (15-9,12-8) 17

Ｂグループはとびうめジュニアが決勝ラウンドへ、HC千葉Jrが5-8位決定戦へ、KHCが9-12位決定戦へ

[男子Ｃグループ]
25(12-13,13-10) 23

24 (11-6,13-15) 21

43(24-10,19-23) 33

Ｃグループはヴァルト岐阜が決勝ラウンドへ、諫早HBCが5-8位決定戦へ、LHC静岡が9-12位決定戦へ

[男子Ｄグループ]
47 (23-4,24-10) 14

40 (19-7,21-6) 13

25 (12-8,13-10) 18

Ｄグループは広島ﾒｲﾌﾟﾙが決勝ラウンドへ、GUSTAV山口が5-8位決定戦へ、津山HBCが9-12位決定戦へ
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[男子5-8位決定戦]
16 (16-8) 8

ＧＵＳＴＡＶ山口 19 (19-12) 12 HC千葉Jr
　　(山口県)

霧島クラブ 27 (27-15) 15 HC千葉Jr

ＧＵＳＴＡＶ山口 13 (13-6) 6 諫早ハンドボールクラブ

[男子9-12位決定戦]
ＬＨＣ静岡ハンドボールスクール 22 (22-5) 5 EHCユース

津山ハンドボールクラブ 14 (14-8) 8 KHC(川⻄ハンドボールクラブ)
(岡山県)

KHC(川⻄ハンドボールクラブ) 23 (23-6) 6 EHCユース

ＬＨＣ静岡ハンドボールスクール 19 (19-9) 9 津山ハンドボールクラブ

[男子決勝ラウンド]
[男子準決勝]
ヴァルト岐阜 26 (14-3,12-11) 14 大阪RSC

広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ 28 (16-9,12-8) 17 とびうめジュニア

[男子３位決定戦]
大阪RSC 23 (11-14,12-7) 21 とびうめジュニア

ヴァルト岐阜 21 (11-9,10-10) 19 広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ

男子 　優勝：ヴァルト岐阜(岐阜県)

男子準優勝：広島ﾒｲﾌﾟﾙﾚｯｽﾞｼﾞｭﾆｱｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ(広島県)

男子   ３位：大阪ＲＳＣ(大阪府)
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【男子　普及型結果】
24 (16-3,8-5) 8

キタイイーグルス 34 (17-4,17-7) 11

キタイイーグルス 25 (12-13,13-9) 22

18 (9-4,9-8) 12

キタイイーグルス 24 (13-5,11-10) 15

キタイイーグルス 28 (13-3,15-6) 9

男子 　普及型優勝：キタイイーグルス(大阪府)

男子普及型準優勝：徳島クラブ(徳島県)

男子   普及型３位：東陽ジュニアユース(栃木県)
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【⼥子結果】
[⼥子あグループ]

34 (16-5,18-11) 16

43(23-10,20-10) 20

32(17-10,15-15) 25

あグループは大阪ジュニアが決勝ラウンドへ、⻑崎ジュニアが4-6位決定戦へ、広島メイプルがInterleague gameへ

[⼥子いグループ]
42 (23-5,19-6) 11

41 (16-8,25-3) 11

34 (18-10,16-14)24 South-lead
(岡山県)

23 (9-12,14-10) 22

いグループは霧島クラブが決勝ラウンドへ、South-leadが4-6位決定戦へ、⾙塚、豊⾥・東陽・GHRがInterleague gameへ

[⼥子うグループ]
29 (14-10,15-6) 16

26 (15-5,11-9) 14

40 (20-5,20-13) 18

35 (14-6,21-7) 13

うグループは岐阜7beatが決勝ラウンドへ、KHCが4-6位決定戦へ、とびうめ、EHCがInterleague gameへ
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[⼥子4-6位決定戦]
17 (17-15) 15

17 (17-14) 14

16 (16-14) 14

[⼥子Interleague game]
15 (15-9) 9

10 (10-9) 9

20 (20-4) 4

20 (20-8) 8

9 (9-4) 4

12 (12-7) 7

12 (12-10) 10

11 (11-5) 5

10 (10-9) 9

15 (15-6) 6

[⼥子決勝ラウンド]
19 (9-9,10-7) 16

大阪ジュニアクラブ 28 (15-7,13-5) 12 霧島クラブ
(大阪府) (⿅児島県)

大阪ジュニアクラブ 25 (13-6,12-4) 10 岐阜７beat
(大阪府) (岐阜県)

⼥子　 優勝：大阪ジュニアクラブ(大阪府)
⼥子準優勝：霧島クラブ(⿅児島県)
⼥子　 ３位：岐阜７beat(岐阜県)
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霧島クラブ 岐阜７beat

豊⾥ハンドボールクラブ・東陽ジュニアユース・ＧＨＲ⾙塚バーディーズ
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EHCユース 豊⾥ハンドボールクラブ・東陽ジュニアユース・ＧＨＲ
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