
大会名 第５３回神戸市中学校総合体育大会・ハンドボール競技の部 男子順位 女子順位

主催 神戸市教育委員会・神戸市中学校体育連盟 井吹台中学校 一位 本庄中学校

期間 平成25年7月13日（土）・14日（日） 丸山中学校 二位 本山中学校

会場 神戸国際大学附属高等学校　体育館 筒井台中学校 三位 親和中学校

横尾中学校 四位 横尾中学校

女子試合結果 ３位以上が県大会出場

本庄 本山 親和 横尾
勝 分け 負 勝ち点

順位 得点 結果 失点 得点 結果 失点 得点 結果 失点 得点 結果 失点

本庄 11 ○ 1 25 ○ 4 15 ○ 5 3 0 0 6

本山 1 × 11 13 ○ 7 10 ○ 3 2 0 1 4

親和 4 × 25 7 × 13 7 ○ 4 1 0 2 2

横尾 5 × 15 3 × 10 4 × 7 0 0 3 0

男子試合結果

井吹台 筒井台 丸山 横尾
勝 分け 負 勝ち点

順位 得点 結果 失点 得点 結果 失点 得点 結果 失点 得点 結果 失点

井吹台 29 ○ 16 26 ○ 8 33 ○ 20 3 0 0 6

筒井台 16 × 29 20 × 22 27 ○ 19 1 0 2 2

丸山 8 × 26 22 ○ 20 25 ○ 10 2 0 1 4

横尾 20 × 33 19 × 27 10 × 25 0 0 3 0



第５３回神戸市中学校総合体育大会ハンドボールの部　結果

１３日（土） 1日目 １４日（日） 2日目

第１試合 （女子）

（女子）　　  本山ー親和

第１試合 （男子）

（男子）　　　筒井台ー横尾

13
4ー5

7 27
13ー7

19
9ー2 14ー12

第２試合 （男子）

（男子）　　井吹台ー横尾

第２試合 （女子）

（女子）　　　本庄ー本山

33
２３－８

20 11
7ー0

1
１０－１２ 4ー1

第３試合 （女子）

（女子）　　　本庄ー横尾

第３試合 （男子）

（男子）　　　丸山ー横尾

15
５－４

5 25
9ー3

10
１０－１ 16ー7

第４試合 （男子）

（男子）　　筒井台ー丸山

第４試合 （女子）

（女子）　　　親和ー横尾

20
１１－１１

22 7
4ー3

4
９－１１ 3ー1

第５試合 （女子）

（女子）　　　本山ー横尾

第５試合 （男子）

（男子）　　井吹台ー筒井台

10
５－１

3 29
15ー8

16
５－２ 14ー8

第６試合 （男子）

（男子）　　井吹台ー丸山

第６試合 （女子）

（女子）　　　本庄ー親和

26
１７－４

8 25
14ー0

4
９－４ 11ー4


	OK試合結果
	OK中体連FAX用


変更　　抽選会用

				第53回神戸市中学校総合体育大会組み合わせ ダイカイコウベシチュウガッコウソウゴウタイイクタイカイクア

				＜男子＞ ダンシ

						井吹台 イブキダイ						筒井台		丸　　山		横　　尾

				井吹台 イブキダイ

				筒井台

				丸　　山

				横　　尾

				＜女子＞ ジョシ

						本　　庄						本　　山		親　　和		横　　尾

				本　　庄

				本　　山

				親　　和

				横　　尾

				＜試合順＞ シアイジュン

						１３日（土） ド

				試合 シアイ		時間帯 ジカンタイ						対戦カード タイセン				生徒係 セイトカカリ

				打ち合わせ ウア		9:10						役員打ち合わせ ヤクインウア				オフィシャル		モップ

				第１試合 ダイシアイ		9:30		～		10:20		（女子）　　  本山ー親和 ジョシモトヤマシンワ				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ

				第２試合 ダイシアイ		10:30		～		11:20		（男子）　　井吹台ー横尾				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第３試合 ダイシアイ		11:30		～		12:20		（女子）　　　本庄ー横尾				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第４試合 ダイシアイ		12:30		～		13:20		（男子）　　筒井台ー丸山 ダンシツツイダイマルヤマ				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				昼食 チュウショク		13:20		～		14:50		昼食 チュウショク

				第５試合 ダイシアイ		14:00		～		14:50		（女子）　　　本山ー横尾 ジョシモトヤマヨコオ				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第６試合 ダイシアイ		15:00		～		15:50		（男子）　　井吹台ー丸山				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

						１４日（日） ニチ

				試合 シアイ		時間帯 ジカンタイ						対戦カード タイセン				生徒係 セイトカカリ

				第１試合 ダイシアイ		9:30		～		10:20		（男子）　　　筒井台ー横尾				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ

				第２試合 ダイシアイ		10:30		～		11:20		（女子）　　　本庄ー本山				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				昼　食		11:20		～		11:50		0

				第３試合 ダイシアイ		12:00		～		12:50		（男子）　　　丸山ー横尾				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第４試合 ダイシアイ		13:00		～		13:50		（女子）　　　親和ー横尾				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第５試合 ダイシアイ		14:00		～		14:50		（男子）　　井吹台ー筒井台				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

				第６試合 ダイシアイ		15:00		～		15:50		（女子）　　　本庄ー親和				井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ		※

						16:00		～				閉会式

				※次の試合のモップは前の試合の負けチーム４名お願いします。 ツギシアイマエシアイマメイネガ





OK試合結果

				大会名 タイカイメイ				第５３回神戸市中学校総合体育大会・ハンドボール競技の部 ダイカイコウベシチュウガッコウソウゴウタイイクタイカイキョウギブ																		男子順位 ダンシジュンイ						女子順位 ジョシジュンイ

				主催 シュサイ				神戸市教育委員会・神戸市中学校体育連盟 コウベシキョウイクイインカイコウベシチュウガッコウタイイクレンメイ																		井吹台中学校 イブキダイチュウガッコウ				一位 イチイ		本庄中学校 ホンジョウチュウガッコウ

				期間 キカン				平成25年7月13日（土）・14日（日） ヘイセイネンガツニチドニチニチ																		丸山中学校 マルヤマチュウガッコウ				二位 ニイ		本山中学校 モトヤマチュウガッコウ

				会場 カイジョウ				神戸国際大学附属高等学校　体育館 コウベコクサイダイガクフゾクコウトウガッコウタイイクカン																		筒井台中学校 ツツイダイチュウガッコウ				三位 サンミ		親和中学校 シンワチュウガッコウ

																										横尾中学校 ヨコオチュウガッコウ				四位 ４イ		横尾中学校 ヨコオチュウガッコウ

				女子試合結果 ジョシシアイケッカ																						３位以上が県大会出場 イイジョウケンタイカイシュツジョウ

										本庄						本山						親和						横尾				勝 カチ		分け ワ		負 マケ		勝ち点 カテン

				順位 ジュンイ				得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン

						本庄								11		○		1		25		○		4		15		○		5		3		0		0		6

						本山		1		×		11								13		○		7		10		○		3		2		0		1		4

						親和		4		×		25		7		×		13								7		○		4		1		0		2		2

						横尾		5		×		15		3		×		10		4		×		7								0		0		3		0

				男子試合結果 ダンシシアイケッカ

										井吹台 イブキダイ						筒井台 ツツイダイ						丸山						横尾				勝 カチ		分け ワ		負 マケ		勝ち点 カテン

				順位 ジュンイ				得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン		得点 トクテン		結果 ケッカ		失点 シッテン

						井吹台 イブキダイ								29		○		16		26		○		8		33		○		20		3		0		0		6

						筒井台 ツツイダイ		16		×		29								20		×		22		27		○		19		1		0		2		2

						丸山		8		×		26		22		○		20								25		○		10		2		0		1		4

						横尾		20		×		33		19		×		27		10		×		25								0		0		3		0





OK中体連FAX用

				第５３回神戸市中学校総合体育大会ハンドボールの部　結果 ブケッカ

				１３日（土） ド				1日目 ニチメ								１４日（日） ニチ				2日目 ニチメ

				第１試合 ダイシアイ		（女子） ジョシ		（女子）　　  本山ー親和								第１試合 ダイシアイ		（男子） ダンシ		（男子）　　　筒井台ー横尾

								13		4ー5		7								27		13ー7		19

										9ー2												14ー12

				第２試合 ダイシアイ		（男子） ダンシ		（男子）　　井吹台ー横尾								第２試合 ダイシアイ		（女子） ジョシ		（女子）　　　本庄ー本山

								33		２３－８		20								11		7ー0		1

										１０－１２												4ー1

				第３試合 ダイシアイ		（女子） ジョシ		（女子）　　　本庄ー横尾								第３試合 ダイシアイ		（男子） ダンシ		（男子）　　　丸山ー横尾

								15		５－４		5								25		9ー3		10

										１０－１												16ー7

				第４試合 ダイシアイ		（男子） ダンシ		（男子）　　筒井台ー丸山								第４試合 ダイシアイ		（女子）		（女子）　　　親和ー横尾

								20		１１－１１		22								7		4ー3		4

										９－１１												3ー1

				第５試合 ダイシアイ		（女子） ジョシ		（女子）　　　本山ー横尾								第５試合 ダイシアイ		（男子）		（男子）　　井吹台ー筒井台

								10		５－１		3								29		15ー8		16

										５－２												14ー8

				第６試合 ダイシアイ		（男子） ダンシ		（男子）　　井吹台ー丸山								第６試合 ダイシアイ		（女子）		（女子）　　　本庄ー親和

								26		１７－４		8								25		14ー0		4

										９－４												11ー4
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