
第３４回全国小学生ハンドボール大会　トーナメント表　女子　令和３年７月２９日（木）～８月１日（日）
表
番号

表
番号

チーム
番号 都道府県 略称 チーム名

女1 鹿児島県 姶良SC 京都府 松井ケ丘 女20
2 茨城県 土浦HC 土浦ハンドボールクラブ
1 北海道 函館高盛 函館高盛ハンドボールスクール

7 15
長崎小島 女21 3 栃木県女2 静岡県 御殿場

23 27

長崎県

女3 香川県 綾川 東京都

31

優
　
勝

女7 佐賀県 KTT

10

三重県 VMHC

FUJISHO HTP Jrクラブ

野木 野木ＪＨＣルーキーズ
1 4 4 群馬県 群馬Ｊｒ 群馬ジュニアハンドボールクラブ

HC市川 ハンドボールクラブ市川
女4 埼玉県 藤商 奈良県 真弓ク 女23 7 東京都

33

6 千葉県

9 富山県

11 福井県

東久留米 女22 5 埼玉県 藤商

東久留米 東久留米ハンドボールクラブ
8 16 8 神奈川県 竹の子会 竹の子会

窪 窪スポーツ少年団ハンドボール部

三重県 VMHC ヴィアティン三重ハンドボールクラブ

女5 開催地 薪ＨＢＣ 愛知県 東海ＨＳ 女24

湊チャフ 湊チャフリーズ
10 石川県

24

広島県 安芸高田 女25
129

小松Jr 小松ジュニアハンドボールクラブ

16

女10

女8 千葉県 HC市川 鳥取県 米子Jr

17

28

5

18
女9

女6

茨城県

沖縄県 沖縄県 福井県 湊チャフ

塩山ハンドボールスポーツ少年団
土浦HC 女26 13 岐阜県

山梨県 塩山HS

東海ハンドボールスクール
14 静岡県 御殿場 御殿場ハンドボールクラブ

高山ミニ 高山ミニハンドボールクラブ

女27 15 愛知県 東海ＨＳ

17 滋賀県 かくみや

35 36
37 女29 19

22 和歌山県 岩出HB 岩出ハンドボール教室
米子Jr 米子ジュニアハンドボールクラブ
天城Ｊｒ 天城ジュニアハンドボールクラブ

奈良県 真弓ク

18 京都府 松井ケ丘
かくみやHC

女11 兵庫県 きさき 神奈川県 竹の子会 女30

大阪府 アプビ UP-BEAT
20 兵庫県 きさき きさきネクサスHC

滋賀県 かくみや 山口県 岩国
松井ケ丘ハンドボールクラブ

真弓クラブ21

女28

女12 群馬県 群馬Ｊｒ 和歌山県 岩出HB 女31 23 鳥取県
24 岡山県

女13 愛媛県 新居浜 北海道 函館高盛 女32 25 広島県

2

11

25

女14 岐阜県 高山ミニ 大分県 下郡 女33
12

安芸高田 安芸高田ハンドボールクラブ
26 山口県 岩国 岩国レインボー・キッズ

32

29

19

30

34

20

21

22

28 愛媛県 新居浜 新居浜ジュニアハンドボールクラブ
27 香川県 綾川 綾川ジュニアハンドボールクラブ

29 高知県 高知 高知JHC女15 岡山県 天城Ｊｒ 山梨県 塩山HS 女34
13 30 福岡県 春吉Jr HC春吉Jr.

女16 石川県 小松Jr KTT KTT HANDBALL TEAM

26

6

32
宮崎県 日知屋東 女35 31 佐賀県

開催地

長崎県

女38 37 沖縄県

3

長崎小島 小島小学校ハンドボールクラブ
当尾HC 当尾HC
下郡 下郡ハンドボールスポーツ少年団

日知屋東 日知屋東小ハンドボール部
36 鹿児島県

34 大分県

姶良SC 姶良スポーツクラブ

女17 熊本県 当尾HC 富山県 窪 女36 33 熊本県

女18 大阪府 アプビ 福岡県 春吉Jr 女37 35 宮崎県
14

女19 高知県 高知 栃木県 野木 沖縄県 沖縄県代表
38 薪ＨＢＣ 薪ハンドボールクラブ


