
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 競　技　名 会　　　場 問合せ先

３日 ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ 広島県総合グランドラグビー場 県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

尾川：090-6436-9986

３日 卓球 県立びんご運動公園 県卓球協会

〃 〃 　　　　　〃 　082-228-7020

３・４日 ソフトボール 府中市中須グラウンド 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

３・４日 軟式野球 １部　しまなみ球場 県軟式野球連盟

２部　大竹晴海臨海公園 　082-531-0550

〃 〃 呉市民広場

３・４日 テニス みよし運動公園 県テニス協会

〃 〃 　　　　　〃 　082-209-5200

４日 弓道 福山市竹ヶ端運動公園弓道場 県弓道連盟

正法地：090-6400-2330

４日 ボウリング 福山パークレーン 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

９～１１日 ソフトボール 尾道市御調ソフトボール球場 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

１０・１１日 弓道 県立総合体育館弓道場 市立美鈴が丘高校

山口：082-927-2249

１０・１１日 ソフトボール 坂町北新地海洋センターグラウンドほか 県立尾道商業高校

倉本：0848-25-2115

１０・１１日 軟式野球 １部　大竹晴海臨海公園 県軟式野球連盟

２部　福富多目的グラウンド 　082-531-0550

１０・１１日 テニス みよし運動公園 県テニス協会

　082-209-5200

１０・１１日 ソフトテニス 広島翔洋テニスコート 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

１０・１１日 ライフル射撃 つつがライフル射撃場 つつがライフル射撃場

平井：0826-32-2249

(土･日･祝日のみ）

１０・１１・１７日 ハンドボール シシンヨーオークアリーナほか 県立廿日市高校

（呉市総合体育館） 西井：0829-32-1125

１１日 剣道 広島市湯来体育館 県剣道連盟

　082-962-3076

１１日 フェンシング 県立神辺旭高等学校 県立福山誠之館高校

正木：084-922-0085

１１日 ソフトテニス やまみ三原運動公園 県ソフトテニス連盟

畠山：090-3743-4686

第55回全日本社会人卓球選手権大会広島県予選

2021年全日本卓球選手権大会（マスターズの部）広島県予選

令和3年度広島県春季ソフトボール選手権大会

日本スポーツマスターズ2021岡山大会テニス競技広島県予選

令和3年度全日本勤労者弓道大会広島県予選会

兼 第76回国民体育大会弓道競技（少年男女）一次予選

第39回全国小学生テニス選手権大会広島県予選大会

第64回広島県高等学校弓道選手権大会（近的）

兼 第64回中国高等学校弓道選手権大会広島県予選

第34回広島県杖道段別選手権大会 兼 第48回全日本杖道大会広島県選考会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年４月号

大　　　会　　　名

令和3年度広島県高等学校ハンドボール選手権大会

兼 第72回中国高等学校ハンドボール選手権大会広島県予選会

2021年度広島県２人チーム戦ボウリング選手権大会

令和3年度広島県春季ライフル射撃競技選手権大会

令和3年度広島県高等学校春季ソフトボール選手権大会

兼 第45回男子・第70回女子中国高等学校ソフトボール選手権広島県予選会

第43回西日本軟式野球大会（１部・２部）広島県大会

2021年度第50回日本男子ソフトボールリーグ第1節広島大会

第72回中国五県都市対抗軟式野球大会広島県大会

令和3年度第74回県知事杯広島県ソフトテニス選手権大会

第76回国民体育大会テニス競技広島県予選会（成年の部）

高松宮賜杯第65回全日本軟式野球大会（１部・２部）広島県大会

ジャパンラグビートップチャレンジリーグ2021（順位決定戦）

兼 第37回中国地区ボウリング選手権大会広島県予選会

令和3年度広島県高等学校フェンシング選手権大会

兼 第48回中国高等学校フェンシング選手権大会広島県予選

令和3年度県知事杯広島県小学生ソフトテニス選手権大会

1 



公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年４月号

大　　　会　　　名

１５日 ゴルフ 広島カンツリー倶楽部西条コース 県ゴルフ協会

　082-555-8231

１７日 ハンドボール コジマホールディングス中区スポーツセンター 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

１７日 テニス 東広島運動公園 県テニス協会

〃 〃 　　　　　〃 　082-209-5200

１７日 ｴｽｷｰﾃﾆｽ マエダハウジング東区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 県エスキーテニス連盟

　082-251-1436

１７・１８日 ソフトボール ピースリーホーム バンブー総合公園 県ソフトボール協会

〃 〃 　　　　〃 石井：0848-48-5096

１７・１８日 軟式野球 東広島アクアスタジアム 県軟式野球連盟

（東広島運動公園） 　082-531-0550

１７・１８日 バレーボール 男子 福山地区各高等学校体育館 県立五日市高校

女子 三次地区各高等学校体育館 小笹山：082-923-4181

１７・１８日 ソフトテニス 男子：福山市竹ヶ端運動公園ほか 県立総合技術高校

女子：県立びんご運動公園 梅本：0848-86-4314

１８日 剣道 県立総合体育館武道場 県剣道連盟

　082-962-3076

１８日 ボート 福山市芦田川漕艇場 県立宮島工業高校

坂本：0829-55-0143　　

１８日 アーチェリー 尾道高等学校栗原グラウンド 県アーチェリー協会

佐野：082-559-1081

１８日 ボウリング 賀茂ボール 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

１８・２９・ バスケットボール 広島市安芸区スポーツセンター 県バスケットボール協会

５/１６・３０ 　082-221-7001

２４日 ハンドボール シシンヨーオークアリーナ 県ハンドボール協会

（呉市総合体育館） 高野：090-9419-2404

２４・２５日 柔道 県立総合体育館武道場 広島学院高校

小林：082-271-0241

２４・２５日 ソフトボール 白竜湖スポーツ村公園 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

２４・２５日 軟式野球 庄原さくら球場 県軟式野球連盟

（庄原市運動広場） 　082-531-0550

２４・２５日 テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

第38回西日本壮年ソフトボール大会広島県予選会

知事杯第３４回広島県民ゴルフ選手権大会（決勝）

第150回中国地区春季エスキーテニス大会（団体の部）

2021年度広島県４人チーム戦ボウリング選手権大会

兼 第57回西日本ボウリング選手権大会広島県選考会

兼 第54回全日本シニアボウリング選手権大会広島県選考会

第20回広島県ジュニアテニス選手権大会

第4回広島県社会人総合バスケットボール選手権大会

第７３回中国高等学校バレーボール選手権大会広島県予選会

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会ねんりんピック岐阜2021テニス競技広島県・広島市予選大会

第13回広島県小学生ハンドボールリーグ

第52回広島県居合道段別選手権大会 兼 第56回全日本居合道大会広島県予選会

兼 第41回全国クラブハンドボール選手権大会広島県予選

令和3年度広島県高等学校ソフトテニス春季選手権大会

第２２回広島県春季ターゲットアーチェリー大会

第4回全日本シニア軟式野球大会広島県大会

第33回全国健康福祉祭ぎふ大会ねんりんﾋﾟｯｸ岐阜2021ソフトボール競技広島県予選

第42回全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会広島県予選会

兼 第76回国民体育大会テニス競技広島県一次予選（少年の部）

第68回中国高等学校柔道選手権大会広島県予選会

第59回広島レガッタ 兼 第65回中国高等学校ボート選手権大会広島県予選会

兼 第74回広島県知事杯ソフトテニス大会

第45回全日本都市対抗テニス大会（一般の部）広島県予選

兼 第26回男子・女子ジャパンオープンハンドボール選手権大会広島県予選

令和3年度広島県一般ハンドボール春季選手権大会

日本スポーツマスターズ2021岡山大会軟式野球競技広島県大会
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２４・２５日 バドミントン マエダハウジング東区スポーツセンター 県バドミントン協会

　082-275-6878

２４・２５日 アーチェリー 土師ダムスポーツランド 県立吉田高校

竹田：0826-42-0031

２５日 自転車競技 広島競輪場 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

２５日 自転車競技 広島競輪場 市立広島工業高校

岸川：082-282-2216

２５日 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 広島市佐伯区スポーツセンター 県立戸手高校

松井：0847-52-2002

２５日 ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 広島市佐伯区スポーツセンター 県ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ協会

岩岡：090-8716-1491

２５日 ボウリング 広電ボウル 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

２９日 陸上競技 エディオンスタジアム広島 広島陸上競技協会

　082-223-3256

２９日 バウンドテニス 広島市佐伯区スポーツセンター 県バウンドテニス協会

　082－292－2960

令和3年度広島県高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会

兼 第76回国民体育大会自転車競技候補選手選考会

兼 第２２回中国地区シニアバドミントン選手権大会広島県予選会

第55回織田幹雄記念国際陸上競技大会

令和3年度広島県高等学校自転車競技選手権大会

令和3年度広島県高等学校アーチェリー選手権大会

兼 第46回中国高等学校アーチェリー選手権大会広島県予選

第76回国民体育大会ボウリング競技広島県選手選考会

2021年度広島県春季自転車競技選手権大会

兼 令和3年度中国高等学校ウエイトリフティング競技選手権大会広島県一次予選会

第42回広島県会長杯バドミントン大会

 兼 第76回国民体育大会ウエイトリフティング競技第1次予選会

第31回広島県バウンドテニスダブルス選手権大会

令和3年度広島県春季ウエイトリフティング競技大会
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