
〔県内大会〕
№ 大　　　会　　　名 会　　　　　　場
1 第43回東北クラブ・第25回ＪＯＴ県予選会 実施しない
2 第47回県春季社会人選手権 ４/11(土)～12(日) 中止 野辺地町立体育館
3 第70回県春季高校選手権 ４/25(土)～26(日) 中止 十和田市総合体育センター
4 第１回県春季マスターズ大会 ５/17(日) 中止 野辺地町立体育館
5 第８回県春季中学校大会 ５/23(土) 中止 野辺地町立体育館
6 第73回県高校総合体育大会 ６/６(土)～８(月) 中止 野辺地町立体育館･野辺地高校体育館

県高校夏季ハンドボール競技会(高校総体代替大会) ８/２(日)～８/３(月) マエダアリーナ　

7
野辺地町ハンドボール協会長杯第３回県春季小学生大会
 兼 全国小学生大会県予選 ６/14(日) 中止 野辺地町立体育館

8 第75回国体選手選考会少年の部 ７/４(土)～５(日) 中止 野辺地町立体育館･野辺地高校体育館
9 第75回国体選手選考会成年の部 ７/11(土)～12(日) 中止 野辺地町立体育館
10 第49回全国中学及び東北中学県予選 ７/23(木) 中止 野辺地町立体育館
11 第26回県小学校大会兼東北ブロック県予選 ７/26(日) 中止 野辺地町立体育館
12 第21回県ビーチハンド ８/２(日) 中止 野辺地町十符ヶ浦海水浴場
13 第14回県秋季マスターズ大会 ９/６(日)→９/20(日) 中止 野辺地町立体育館

15 第２回県央・県南地区ハンドボール大会 ９/19(土)～21(日) 青森山田・青森中央・野辺地高校・野辺地町立体育館

※ 第８回ほなみ薬局小学生大会 ９/19(土)→９/27(日) 十和田市総合体育センター
16 第15回アップルチャレンジカップ 10/10(土)～11(日) 中止 青森市内　他
17 第25回県秋季中学校大会 10/31(土) 野辺地町立体育館
18 第70回県秋季高校選手権 11/７(土)～８(日) マエダアリーナ　
※ 第６回青森みらいＬＣ小学校大会 11月末～12月初旬 青森大学体育館
19 第47回県秋季社会人選手権 12/12(土)～13(日) 野辺地町立体育館
20 第44回全国高校選抜第二次予選会 12/24(木)～25(金) 六戸町総合体育館
21 第16回春の全国中学生大会県予選 １/16(土) 六戸町総合体育館
22 第22回県冬季小学校大会 １/23(土） 十和田市総合体育センター

〔東北大会〕
№ 大　　　会　　　名 会　　　　　　場
1 第55回東北学生春季リーグ ５/12(火)～17(日) 中止 青森県　マエダアリーナ

第43回東北クラブ選手権
第25回ＪＯＴ東北予選会

3 第73回東北高校選手権 ６/26(金)～28(日) 中止 岩手県　花巻市総合体育館
4 第57回東北地区高専体育大会(12月に代替大会予定) ７/４(土)～５(日) 中止 岩手県　花巻市民体育館
5 第71回東北地区大学総合体育大会 実施しない
6 第20回ビーチハンド東北大会 ８/２(日) 中止 野辺地町十符ヶ浦海水浴場
7 第49回東北中学総体全中東北予選会 ８/３(月)～５(水) 中止 秋田県　羽後アリーナ・湯沢総合体育館
8 チェリーカップ東日本小学生大会 ８/15(土)～16(日) 中止 山形県　東根市民体育館
9 第47回東北総合体育大会 ８/21(金)～23(日) 中止 山形県　東根市民体育館　他
10 第29回ＪＯＣジュニア東北予選会 ９/12(土)～13(日) 中止 宮城県　セキスイハイムスーパーアリーナ
11 第６回横手焼きそば杯小学生大会 ９月中旬 中止 秋田県　横手市
12 第65回東北学生秋季リーグ ９/19(土)～22(火)・26(土)～27(日) 宮城県　仙台市
13 ＮＴＳブロックトレーニング（小中高） ９/26(土)～27(日) 岩手県　富士大学スポーツセンター
14 第72回日本選手権東北ステージ 10/31(土)～11/１(日) 岩手県　花巻市総合体育館
15 第18回東北マスターズ大会 11月 中止 福島県
16 第13回いさり火カップ小学生大会 12月初旬 北海道　函館市
17 第15回東北ブロック小学生大会 12/12(土)～13(日) 中止 岩手県　花巻市総合体育館
18 第28回花笠杯中学生東北大会 １月初旬 山形県　尾花沢市
19 第44回東北高校選抜大会 ２/５(金)～７(日) 青森県　マエダアリーナ
20 第30回大沼杯小学生東北大会 ２月下旬 山形県　東根市

〔全国大会・その他〕
№ 大　　　会　　　名 会　　　　　　場
1 第28回全日本マスターズ大会〈順位決定型〉 ５/15(金)～17(日) 中止 京都府　京田辺市
2 第25回ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝﾄｰﾅﾒﾝﾄ ７/11(土)～14(火) 中止 三重県　鈴鹿市
3 第28回全日本マスターズ大会〈交流型及び11人制の部〉 ７/31(金)～８/２(日) 愛知県　豊田市
4 第33回全国小学生大会 ７/31(金)～８/３(月) 中止 京都府　京田辺市
5 第71回全国高校総合体育大会 ８/10(月)～15(土) 中止 岩手県　花巻市総合体育館　他
6 第42回東日本学生選手権大会 ８/11(火)～13(木) 中止 北海道　函館市
7 第49回全国中学校大会 ８/23(日)～25(火) 中止 岐阜県　岐阜市
8 第47回全国高等専門学校選手権大会 ８/28(金)～30(日) 中止 兵庫県　神戸市
9 第22回全日本ビーチハンドボール ９/12(土) 愛知県　碧南市
10 第75回国民体育大会 10/４(日)～８(木) 延期 鹿児島県　霧島市
11 第63･56回全日本学生選手権 11/４(水)～８(日) 中止 熊本県　熊本市
12 第18回日本車椅子競技大会 11月～12月 中止 福岡県　北九州市
13 第72回日本選手権大会（男子） 12/２(水)～６(日) 岡山県　岡山市
14 第72回日本選手権大会（女子） 12/23(水)～27(日) 石川県　金沢市
15 第29回JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ 12/24(木)～27(日) 中止 埼玉県　さいたま市
16 第44回全国高校選抜大会 ３/24(水)～29(月) 山梨県
17 第16回春の全国中学生選手権大会 ３/26(金)～29(月) 富山県　氷見市
※ 日本リーグ【湧永製薬－豊田合成】 ２/14(日) 青森県　六戸町総合体育館

９/13(日) 野辺地町立体育館
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2 ６/13(土)～14(日) 秋田県　羽後アリーナ・湯沢総合体育館

第57回東北総合選手権
兼 第６回日本選手権東北ステージ県予選会



〔強化講習会〕
№ 講　　習　　会　　名 会　　場　・　講　　師

1 JOC県予選中止に替わる県内練習会 ７/23(木) 野辺地町立体育館

2
令和２年度青森県指導者及び中学生
ハンドボール強化講習会①

11/14(土)～15(日)
六戸町総合体育館
深見　忠司　氏（名古屋市立守山中学校）

3
令和２年度青森県競技力向上本部会場地
市町村競技拠点化推進事業

11/25(土)～26(日)
野辺地町立体育館
尾石　智洋　氏(東久留米市立西中学校）
伊藤　貴寛　氏(東久留米市役所)

4
令和２年度青森県指導者及び小学生
ハンドボール強化講習会

12/25(金)～26(土)
場所未定
尾石　智洋　氏(東久留米市立西中学校）
伊藤　貴寛　氏(東久留米市役所)

5
令和２年度青森県指導者及び高校生(女子)
ハンドボール強化講習会

１/７(木)～８(金)
場所未定
辻　昇一　氏(日本体育大学)

6
令和２年度青森県指導者及び高校生(男子)
ハンドボール強化講習会

１/９(土)～11(月)
場所未定
滝川　一徳　氏(茨城県立藤代紫水高校)

7
令和２年度青森県指導者及びキーパー
ハンドボール強化講習会

１/16(土)～17(日)
場所未定
栗山　雅倫　氏(東海大学)

8
令和２年度青森県指導者及び中学生
ハンドボール強化講習会②

２/27(土)～28(日)
場所未定
深見　忠司　氏（名古屋市立守山中学校）

期　　　　日


