
競　技　名 会　　　場 問合せ先

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

卓球 コジマホールディングス 県卓球協会

中区スポーツセンター 　082-228-7020

少林寺拳法 県立総合体育館剣道場 県少林寺拳法連盟

shinnk0313@yahoo.co.jp

ソフトボール 坂町Ｂ＆Ｇ海洋センターグラウンド 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

バドミントン 男子：呉市安浦体育館他 県立呉三津田高等学校

女子：県立みよし公園 久田：0823-22-7788

　　　　カルチャーセンター他

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

バレーボール ベイサイドビーチ坂 県バレーボール協会

　082-228-0224

バレーボール ベイサイドビーチ坂 県バレーボール協会

　082-228-0224

バレーボール 県立みよし公園カルチャーセンター 県バレーボール協会

　082-228-0224

卓球 三原リージョンプラザ 県卓球協会

　082-228-7020

卓球 グローバルリゾート 県卓球協会

総合スポーツセンターサンチェリー 　082-228-7020

空手道 近畿大学工学部　 県空手道連盟

広島キャンパス体育館 芥川：080-3894-2645

ハンドボール 未定 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

卓球 コジマホールディングス 県卓球協会

中区スポーツセンター 　082-228-7020

水泳 ひろしんビッグウェーブ 県水泳連盟

　082-836-5400

ソフトボール 福山市箕沖グラウンド 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

ソフトボール 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

第７６回国民体育大会ハンドボール競技広島県予選会

２０２１年度広島県ラージボールリーグ（前期）

１２日

６日

６日

第４４回全国レディース卓球大会（ダブルス）広島県予選（無観客試合）

第４０回全日本９人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会広島県予選会

兼　第６４回中国高等学校バドミントン選手権大会・

第２２回ルーセントカップ広島県レディースソフトテニス大会

第７回広島県中学生少林寺拳法大会（無観客試合）

１日

５日

第３２回全日本ビーチバレーボール女子選手権大会広島県予選会

第３５回全国中学校相撲選手権大会広島県予選

第７４回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会広島県予選会

５・６日 第５３回広島県高等学校バドミントン個人選手権大会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年６月号

期　 日 大　　　会　　　名

ロート製薬杯第３９回全国ホープス卓球大会広島県予選 （無観客試合）５日

公益財団法人　広島県スポーツ協会

６日

１２日

第４５回広島県空手道選手権大会

６日

６日

第１７回広島県レディース卓球ホップ・ステップ・ジャンプ大会（無観客試合）

６日

１２・１３日 もみじＣＵＰ ２０２１マスターズ水泳広島大会

１２・１３日 第１６回全日本ハイシニアソフトボール大会広島県予選

５・６日  日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会ソフトボール競技（男子）広島県予選会

６日

１２・１３日 第３５回全日本小学生男子ソフトボール大会広島県予選

第３５回ビーチバレージャパン広島県予選会
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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６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 安芸津市民グラウンド他 県軟式野球連盟

　082-531-0550

バレーボール １２・１３日　グローバルリゾート 県バレーボール協会

　　総合スポーツセンターサンチェリー 　082-228-0224

２７日　大和興産安佐北区スポーツセンター

剣道 県立総合体育館武道場 県剣道連盟

　082-962-3076

剣道 県立総合体育館武道場 県剣道連盟

　082-962-3076

相撲 竹原市中央公園相撲場 県立竹原高等学校

江本：0846-22-0745

フェンシング 県立神辺旭高等学校　 県フェンシング協会

第2体育館 高橋：090-1014-0822

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

バレーボール 猫田記念体育館 県バレーボール協会

　082-228-0224

バレーボール 猫田記念体育館 県バレーボール協会

　082-228-0224

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

ライフル射撃 つつがライフル射撃場 県立加計高等学校

林：0826-22-0488

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

ボウリング 広島パークレーン 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

ゲートボール 東広島市賀茂環境衛生センター 県ゲートボール連合

多目的広場 　082-293-9408

ゲートボール 東広島市賀茂環境衛生センター 県ゲートボール連合

多目的広場 　082-293-9408

自転車 広島県中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

１３日

２０２１年度会長杯アーチェリー大会１３日

兼 第７６回国民体育大会アーチェリー競技広島県第２次予選会

第７６回国民体育大会フェンシング競技広島県予選会（少年・成年）

１２・１３・２７日 第４１回全日本小学生バレーボール大会広島県大会

第６９回全日本剣道選手権大会広島県予選会

第６９回中国高等学校相撲選手権大会

１２・１３日 高円宮賜杯第４１回全日本学童軟式野球大会広島県大会

１３日 第６０回全日本女子剣道選手権大会広島県予選会

１３日

１３日

１３・（２０）日 日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会ソフトボール競技（女子）広島県予選会

※予備日２０日

１３日 第７６回国民体育大会バレーボール競技成年女子広島県選考会（６人制）

１３日 第７４回全日本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

１３日 第６０回広島県ルーセントカップソフトテニス大会

１３日 第６回中国高等学校ライフル射撃競技選手権大会

１３日 小学・中学・高校ボウリング選手権大会　

兼　中四国ジュニアボウリング選手権大会第二次予選選考会　

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

ボウリング競技大会第二次予選選考会

１７～２０日 第８９回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース

兼　２０２１日本パラサイクリング選手権・ロード大会

１３日 第２７回広島県ジュニアゲートボール大会

１３日 第１９回広島県社会人ゲートボール大会
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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６月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

自転車 広島県中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

バドミントン 県立総合体育館 県立呉三津田高等学校

久田：0823-22-7788

ハンドボール 未定 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

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

宇野本：082-251-1436

水泳 県立広島工業高等学校プール 県立福山葦陽高等学校

桒田：084-923-0400

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

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

空手道 広島国際学院大学 県立安芸府中高等学校

中野キャンパス高城体育館 檜山：082-282-5311

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

バレーボール 県立びんご運動公園 県バレーボール協会

　082-228-0224

ゲートボール 安芸高田市高宮ハーモニー広場 県ゲートボール連合

　082-293-9408

ボウリング キャッスルボウル福山 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

剣道 広島市西区スポーツセンター 県剣道連盟

　082-962-3076

陸上 広島広域公園 広島陸上競技協会

エディオンスタジアム広島 　082-223-3256

水泳 福山市緑町公園屋内競技場 県立福山葦陽高等学校

(福山通運ローズアリーナ） 桒田：084-923-0400

軟式野球 広島県総合グランド 県軟式野球連盟

　082-531-0550

軟式野球 福山市あしな台運動公園 県軟式野球連盟

　082-531-0550

１７～２０日 ２０２１日本パラサイクリング選手権・ロード大会

１８～２０日 第６４回中国高等学校バドミントン選手権大会

１９日 第１３回広島県小学生ハンドボール大会

兼　全国小学生ハンドボール大会広島県予選

１９日 第１５０回中国地区春季エスキーテニス大会（個人シニアの部）

１９・２０日 令和３年度広島県高等学校選手権水泳競技大会（水球の部）

兼 第６９回中国高等学校選手権水泳競技大会（水球の部）広島県予選会

１９・２０日 第６９回西日本男子ソフトボール選手権大会広島県予選会

兼　第９回広島県地区対抗ソフトボール選手権大会

１９・２０日 ２０２１年度第３７回RSK杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会広島県予選会

１９・２０日 第３７回中国高等学校空手道選手権大会

２０日 わんぱく相撲２０２１竹原場所広島県大会

２０日 日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会バレーボール競技広島県予選会

２３日 第２５回広島県高齢者ゲートボール大会

２５～２７日 第５７回西日本ボウリング選手権

２６日 第７６回国民体育大会剣道競技広島県予選会（少年男女）

２６・２７日 第７５回広島県陸上競技選手権大会

兼 第７５回中国五県対抗陸上競技選手権大会広島県予選会

兼 第７６回国民体育大会広島県代表選手選考競技会

２６・２７日 令和３年度広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会

２６・２７日 令和３年度広島県高等学校選手権水泳競技大会（競泳）

兼 第６９回中国高等学校選手権水泳競技大会広島県予選会

２６・２７日 天皇賜杯第７６回全日本軟式野球大会広島県大会
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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６月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

バレーボール 県立びんご運動公園 県バレーボール協会

　082-228-0224

テニス 県立びんご運動公園 県テニス協会

テニスコート 　082-209-5200

体操 県立総合体育館小アリーナ 県立因島高等学校

濱田：0845-24-1281

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

ゲートボール 東広島市賀茂環境衛生センター 県ゲートボール連合

多目的広場 　082-293-9408

○

○

２６・２７日 令和３年度中国9人制バレーボールクラブカップ男女選手権大会

２６・２７日 ２０２１年度　U-15全国選抜ジュニア選手権大会(中牟田杯)広島県予選会

２６・２７日 令和３年度広島県高等学校体操競技・新体操男子選手権大会

２７日 第３２回広島県中学生相撲選手権大会

２７日 第７６回国民体育大会相撲競技広島県予選会

２７日 第３７回広島県世代交流ゲートボール大会

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

第７４回広島県高等学校総合体育大会 ･･･ 別紙
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