
競　技　名 会　　　場 問合せ先

弓道 呉市遠的弓道場 市立美鈴が丘高等学校

山口：082-927-2249

ソフトボール 広島市佐伯運動公園 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

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）

ハンドボール 広島経済大学石田記念体育館 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

剣道 1･2日　団体　みよし公園ｶﾙﾁｬｰｾﾝﾀｰ 崇徳高等学校

8日　個人　庄原市総合体育館 広田：082-237-9331

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

弓道 県立総合体育館弓道場 県弓道連盟

正法地：090-6400-2330

バレーボール 呉市倉橋体育館 県バレーボール協会

　082-228-0224

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

卓球 三原リージョンプラザ 県卓球協会

　082-228-7020

ボウリング 県ボウリング連盟

広島パークレーン 　0823-36-6566

テニス 県立びんご運動公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

カヌー 八千代湖カヌー競技場 県カヌー協会

中原：090-9503-8837

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

バレーボール 県立総合体育館他 県バレーボール協会

　082-228-0224

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

１～５日 第６０回男子・第４８回女子中四国学生ハンドボール春季リーグ戦

１・２・８日 第６７回中国高等学校剣道選手権大会広島県予選会

兼　中四国ジュニアボウリング選手権大会第一次予選選考会　

兼　全日本高校ボウリング選手権・全日本中学ボウリング選手権・全日本小学生

２日

１日 第６４回広島県高等学校弓道選手権大会（遠的）

兼　広島県知事盾争奪戦弓道大会（遠的）

兼　第７６回国民体育大会弓道競技（遠的）二次予選

２日 第７２回全日本弓道大会（広島県・通信大会）

１・２日 第６１回全日本実業団ソフトボール選手権広島県予選会

兼 全日本ジュニアテニス選手権大会広島県予選会

１・８・９日

２～５日

第４８回（２０２１年度）全国中学生テニス選手権大会広島県予選

２日  ２０２１年度中国9人制男子・女子バレーボールクラブカップ選手権大会広島県予選会

第１０１回県知事杯広島県テニス選手権大会

２～５日

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年５月号

期　 日 大　　　会　　　名

第４２回中国カヌーレガッタ４日

公益財団法人　広島県スポーツ協会

２日

２日 男子第66回・女子第65回全日本実業団ソフトテニス選手権大会広島県予選会

２日 ２０２１年度オープンジュニア親善ボウリング大会　

第１６回広島県クラブ対抗ソフトテニス選手権大会

１～４日 2021年度春季ライフル＆ピストル射撃競技広島大会

第７３回中国卓球選手権大会広島県予選会

第４３回全日本レディースソフトテニス大会広島県予選会７日

８・（１５）日 第６７回全日本教員ソフトボール大会中国地区予選　※予備日15日

第３９回中国ジュニア（U18,16）テニス選手権大会広島県予選会

７～９日 2021年度第93回中国大学バレーボールリーグ戦春季大会

ボウリング競技大会第一次予選選考会
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競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年５月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

ソフトテニス 東広島運動公園 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

ソフトテニス 東広島運動公園 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

ボクシング 崇徳高等学校 崇徳高等学校

信本：082-237-9331

ソフトテニス 広島翔洋テニスコート他 県ソフトテニス連盟

畠山：090-3743-4686

卓球 大和興産安佐北区スポーツセンター 呉青山高等学校

諏訪本：0823-32-1721

セーリング 広島観音マリーナ 県立広島国泰寺高等学校

坂本：082-241-1537

空手道 県立総合体育館剣道場 広島新庄高等学校

川口：0826-82-2323

水泳 県立みよし公園温水プール 県水泳連盟

　082-836-5400

水泳 県立総合体育館プール 県水泳連盟

　082-836-5400

剣道 広島市湯来体育館 県剣道連盟

　082-962-3076

バレーボール 佐伯総合スポーツ公園体育館 県バレーボール協会

　082-228-0224

バレーボール 佐伯総合スポーツ公園体育館 県バレーボール協会

　082-228-0224

ソフトテニス 呉市テニス場他 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

バドミントン コジマホールディングス 県バドミントン協会

中区スポーツセンター他 　082-275-6878

ｴｽｷｰﾃﾆｽ 新牛田公園平和コート 県ｴｽｷｰﾃﾆｽ連盟

宇野本：082-251-1436

ソフトボール 東広島市福富多目的グラウンド 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

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

バスケットボール 広島文化学園大学 県バスケットボール協会

呉郷原キャンパス他 　082-221-7001

テニス やまみ三原運動公園 県テニス協会

　082-209-5200

８・９日 第４２回広島県高等学校空手道選手権大会

兼　第３７回中国高等学校空手道選手権大会広島県予選会

８・９日 令和3年度広島県高等学校ヨット春季選手権大会

９日

兼　全国・中国卓球大会広島県予選

１５・１６日

第６０回全国実業団対抗テニス大会広島県予選

２０２１年度広島県学生バスケットボール選手権春季リーグ戦

２０２１年度第３４回広島県室内学童選手権水泳競技大会

１５・１６日

９日 2021年度中国９人制バレーボール実業団男子選手権大会広島県予選会

８・９日 第７０回広島県高等学校卓球選手権大会

９・１６日

第３０回全日本実年ソフトボール大会広島県予選

１５・１６日 第５６回全日本大学ソフトボール選手権中国地区予選

８・９日 令和３年度広島県高等学校春季新人ボクシング大会

第２５回広島県学生選手権水泳競技大会

　～７／４

兼 ２０２１年度中国６人制バレーボールクラブカップ選手権大会広島県予選会

１５日

９日

　（　９日　個人女子の部　　　１６日　個人男子の部　）

第７６回国民体育大会バドミントン競技広島県第１次予選会（少年の部）

第１５０回中国地区春季エスキーテニス大会

８・９日 第２５回中国地区小学生ソフトテニス選手権大会

８日 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ソフトテニス競技広島県予選会

８日 日本スポーツマスターズ2021岡山大会ソフトテニス競技広島県予選会

９日 第４１回ナカ杯近県クラブ対抗ソフトテニス大会

９日 第７６回国民体育大会剣道競技広島県予選会（成年男女）

９日

９日 ２０２１年度全日本６人制バレーボールクラブカップ選手権大会広島県予選会
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競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年５月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

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）

ソフトボール 東広島市福富多目的グラウンド 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

卓球 府中市立総合体育館 県卓球協会

　082-228-7020

アーチェリー 土師ダムスポーツランド 県アーチェリー協会

佐野：082-559-1081

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

剣道 エフピコアリーナふくやま 県剣道連盟

　082-962-3076

水泳 ひろしんビッグウエーブ 県水泳連盟

　082-836-5400

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

ハンドボール ＩＨＩアリーナ 県ハンドボール協会

（呉市体育館） 高野：090-9419-2404

水泳 県立総合体育館プール 県水泳連盟

　082-836-5400

卓球 シシンヨーオークアリーナ 県卓球協会

（呉市総合体育館） 　082-228-7020

卓球 シシンヨーオークアリーナ 県卓球協会

（呉市総合体育館） 　082-228-7020

自転車競技 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

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

卓球 広島市安芸区スポーツセンター 県卓球協会

　082-228-7020

卓球 みよし公園カルチャーセンター体育館 県卓球協会

　082-228-7020

ソフトボール 呉市入船山公園 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

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

軟式野球 三次市営球場 県軟式野球連盟

　082-531-0550

２３日 第４０回全日本クラブ卓球選手権大会広島県予選会

兼 第７６回国民体育大会アーチェリー競技広島県第１次予選会

２０２１年度五月アーチェリー大会

全農杯2021年度全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）広島県予選会

２９日 第４４回全国レディース卓球大会（団体）広島県予選会

２９日 VICTAS杯　2021広島県小・中学生オープン卓球交流大会（三次会場）

１６日 第２０回全日本エルデストソフトボール大会広島県予選

２２・２３日 第１８回全日本一般男子ソフトボール大会広島県予選会

２９・３０日 第３５回全日本シニアソフトボール大会広島県予選会

２９・３０日 第６７回全日本総合ソフトボール選手権広島県予選会

２０２１年度第５５回中国春季水泳競技大会

２９・３０日 第76回国民体育大会軟式野球競技広島県大会

２３日 ２０２１年度広島県サイクルロードレース

１６日

２３日

第１回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部広島県予選会

２２・２３日

第26回ジャパンオープンハンドボール選手権大会中国地区予選会

第３１回広島県バウンドテニスシングルス選手権大会

２０日

２２・２３日

第７１回全日本実業団卓球選手権大会広島県予選会

２３日

第６３回全国教職員剣道大会広島県予選会

２３日 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ 2021中国地区予選

２２日

兼 第41回全国クラブハンドボール選手権大会中国地区予選会

１６日

１５・１６日 第７回広島県高等学校ライフル射撃競技選手権大会
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競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年５月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

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

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

水泳 県立広島工業高校プール 県水泳連盟

　082-836-5400

剣道 東広島運動公園　剣道場 県剣道連盟

　082-962-3076

弓道 県立総合体育館弓道場 県弓道連盟

正法地：090-6400-2330

○

○

○

呉市弓道場（近的）

３０日

２９・３０日

6月6日（日） 弓道
※問合せ先　社会福祉法人広島県社会福祉協議会(福祉人材課)　082-254-3481

5月29日（土）

5月30日（日）

第76回国民体育大会ソフトテニス競技広島県選手選考会

２９・３０日

皇后盃　第５４回全日本女子弓道選手権大会広島県予選会

第３１回広島県シニア総合スポーツ大会

日　程 競　技　名 会　場　地

グラウンド・ゴルフ

東広島運動公園

ペタンク

テニス

ソフトテニス

ラージボール卓球

ソフトバレーボール

剣道

３０日 第33回全国健康福祉祭ぎふ大会ねんりんピック岐阜2021剣道競技広島県予選会

第７４回広島県高等学校総合体育大会 ･･･ 別紙

３０日 天皇盃　第７２回全日本男子弓道選手権大会広島県予選会・

第76回国民体育大会水泳競技（水球の部）広島県予選会

第３８回全日本少年軟式野球大会広島県大会

第７６回（第７７回冬季大会）国民体育大会中国ブロック大会　･･･　別紙一覧

兼　2021年度広島県選手権水球競技大会
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