
競　技　名 会　　　場 問合せ先

バドミントン 広島市安芸区スポーツセンター 県バドミントン協会

　082-275-6878

水泳 県立みよし公園温水プール 県水泳連盟

　082-836-5400

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 やまみ三原運動公園 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

ソフトボール やまみ三原運動公園 県ソフトボール協会

石井：0848-48-5096

軟式野球 Ｊパワー竹原グラウンド 県軟式野球連盟

　082-531-0550

自転車 第５５回JBCF西日本ロードクラッシック広島大会 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

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）

陸上 東広島運動公園陸上競技場 広島陸上競技協会

　082-223-3256

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 マエダハウジング 県バドミントン協会

東区スポーツセンター 　082-275-6878

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 呉マリンボウル 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

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

バドミントン 広島市南区スポーツセンター 県バドミントン協会

　082-275-6878

体操 広島市佐伯区スポーツセンター 県立因島高等学校

濱田：0845-24-1281

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

１０日 令和３年度広島県高等学校新体操女子選手権大会

１０日 広島トヨタヒロシマ２０２１ロードレース

１０日 第７６回国民体育大会バドミントン競技広島県代表選手選考会（成年の部）

８日 第３６回中国ママさんバレーボール大会いそじの部広島県予選会

４日 第６回広島平和カップボウリング広島大会

兼　日本スポーツマスターズ２０２１岡山大会ボウリング競技予選選考会

４日 第２６回全国ジュニアゲートボール大会中国地域予選会

４日 第７６回国民体育大会アーチェリー競技広島県最終選考会

兼　２０２１年度広島県夏季アーチェリー大会

兼　広島県レディースソフトボール大会　　　　　　　　　　　　　　※予備日11日

４日 第６４回中国地区総合バドミントン選手権大会広島県予選会

（男女シングルス・ダブルス）

４日 日清食品カップ広島県小学生陸上競技交流大会

４・（１１）日 第２６回全日本レディースソフトボール大会広島県予選

第７６回国民体育大会ライフル射撃競技広島県予選会

３・４日

３・４日

３・４日 第２１回全日本中学生ソフトボール大会広島県予選会

３・４日 マクドナルド・カップ第２５回中国地区学童軟式野球選手権大会広島県大会

３・４日 第３６回全日本壮年ソフトボール大会広島県予選

兼　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

３・４日 第３３回広島県小学生総合体育大会ソフトボール競技の部

兼　第３５回全日本小学生男子・女子ソフトボール大会広島県予選

３・４日 ２０２１年度第３５回広島県年齢別室内夏季水泳競技大会

兼 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳大会広島県予選会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年７月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期日 大　　　会　　　名

３日 第６４回中国地区総合バドミントン選手権大会広島県予選会（混合ダブルス）
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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 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

テニス 東広島運動公園 県テニス協会

　082-209-5200

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

相撲 竹原市営相撲場 県立竹原高等学校

江本：0846-22-0745

相撲 竹原市営相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

相撲 竹原市営相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

相撲 竹原市営相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

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 　082-275-6878

卓球 県立総合体育館剣道場 県卓球協会

　082-228-7020

卓球 福山市神辺体育館 県卓球協会

　082-228-7020

自転車 広島市西区商工センター 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

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

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

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 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

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

１７・１８日 第４９回広島県中学校ハンドボール選手権大会

兼　第４８回中国中学校ハンドボール選手権大会広島県予選会

１７～１９日 第６１回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会

１７・１８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会

１７・１８日 第６７回 全日本中学生通信陸上競技広島県大会

１１日 第３６回広島県ゲートボール選手権大会

１１日 広島トヨタヒロシマ２０２１クリテリウム

１１日 ２０２１年度広島県ラージボールダブルス卓球大会

１１日 第７６回国民体育大会卓球競技（成年男女の部）広島県選考会

１１日 第７６回国民体育大会バドミントン競技広島県代表選手選考会

（成年の部、少年の部・第２次）

１１日 令和３年度広島県相撲選手権大会

１１日 第２０回広島県女子相撲選手権大会

兼　第７６回国民体育大会相撲競技広島県予選会

１１日 第２５回広島県小学生相撲選手権大会

１１日 令和３年度広島県高等学校相撲選手権大会

１０・１１日 第１６回広島県中学・高校卓球大会

１０・１１日 ２０２１年度全日本ジュニア選抜室内テニス選手権大会広島県予選

１０・１１日 ２０２１年度天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権大会広島県予選会

兼 ２０２１年度広島県選手権水泳競技大会

１０・１１日 第25回西日本シニアソフトボール大会広島県予選会

１０・１１日 第７６回国民体育大会水泳競技広島県予選会
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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

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

軟式野球 17・18日1部　甲立多目的広場 県軟式野球連盟

24・25日2部　因島運動公園 　082-531-0550

水泳 福山市緑町公園屋内競技場 県水泳連盟

(福山通運ローズアリーナ） 　082-836-5400

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.so@gmail.com

ボウリング 福山パークレーン 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

兼　第４８回中国四国地区社会人ボウリング選手権大会予選選考会

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

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

ドッジボール 第３０回全日本ドッジボール選手権広島県予選大会 グローバルリゾート 県ドッジボール協会

総合スポーツセンターサンチェリー 原：090-2806-9686

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 24日：東広島市福富多目的グラウンド 県ソフトボール協会

25日：東広島市広島プリンセス球場 石井：0848-48-5096

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

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

軟式野球 広島県総合グランド 県軟式野球連盟

　082-531-0550

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 第１２回全国中学生ビーチバレー大会広島県代表選考会 ベイサイドビーチ坂 県バレーボール協会

　082-228-0224

テニス 広島広域公園テニスコートほか 県テニス協会

　082-209-5200

２４・２５・ 第１８回広島県テニスダブルス選手権大会

３１・８／１日 兼 第４２回ダンロップ杯テニストーナメント大会広島県予選会

２５日 ２０２１年度中国ビーチバレー選手権大会広島県予選会

２５日

２４・２５日 第１８回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会広島県大会

２４・２５日 第１８回全日本一般ソフトボール大会広島県予選

２４・２５日 第１１回西日本一般男子ソフトボール大会広島県予選会

２４・２５日 第６９回西日本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

２４日 第 ３３ 回 広島県小学生総合体育大会水泳の部 

兼　兼ビーチバレージュニア選手権広島県予選会 

２３日

１８日 第３８回広島県バウンドテニス親善大会

１８・１９日 第７６回国民体育大会ビーチバレー競技広島県代表選考会

１８日 ２０２１年度社会人・実業団３人チーム戦ボウリング選手権大会

兼　第４６回中国四国地区実業団ボウリング選手権大会予選選考会

１８日 広島トレーニング・ロード・レース２０２１ １ｓｔ

１８日 ２０２1 年度広島県選手権水泳競技大会（飛込の部）

１７・１８・ 第５４回中国五県軟式野球大会

２４・２５日

１７・１８・ 第４８回全国中学生テニス選手権大会中国予選（個人・団体戦）

（１９）日 ※予備日１９日

１７・１８日 第３３回広島県小学生総合体育大会バレーボールの部

3



競 技 名 会　　　　　　　場

陸上競技 みよし運動公園陸上競技場

新体操 広島市佐伯区スポーツセンター

ソフトボール 福山市箕沖球場

バレーボール 県立びんご運動会健康スポーツセンター

サッカー 佐伯総合スポーツ公園ほか

柔道 県立総合体育館武道場

ハンドボール 呉市総合体育館（シシンヨーオークアリーナ）

バドミントン 広島市安芸区スポーツセンター

卓球 ＩＨＩアリーナ（呉市体育館）

軟式野球 東広島運動公園野球場ほか

水泳（飛込） ひろしんビッグウェーブ

剣道 大和興産 安佐北区スポーツセンター

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 県立びんご運動公園健康スポーツセンター

ソフトテニス 県立びんご運動公園テニスコート

水泳（競泳） 福山通運ローズアリーナ

テニス 広島広域公園テニスコート

※問合先：広島県中学校体育連盟（福山市立新市中央中学校内）　080-1938-9986

7月17・18日

7月17・18・20日

7月18日

7月21・24日

7月24・25日

7月26・27日

○　令和３年度広島県中学校選手権大会

期　　日

7月3・4日

7月10日

7月10・11日

7月10・11・17日

○　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

ひろしまスポ協ニュース　　　令和３年７月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会
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8/20
(金)

8/21
(土)

8/22
(日)

8/23
(月)

水球

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ
ｽｲﾐﾝｸﾞ

成年男子

女子

少年男子 美作市

3 テニス 成年男女 岡山市

4 ボート 全種別 岡山市

5 ホッケー 全種別 赤磐市

6 ボクシング 全種別 岡山市

7 バレーボール 全種別 岡山市

競技

新体操

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ

9 バスケットボール 全種別 △ ○ ○ 岡山市

10 ウエイトリフティング 成年男子 △ ○ 倉敷市

11 ハンドボール 全種別 岡山市

12 ソフトテニス
成年男女
少年女子

△○ ○ □ 備前市

13 卓球
成年男女
少年女子

笠岡市

14 軟式野球 成年男子 △ ○ ○ □ 倉敷市

15 馬術 全種別 真庭市

16 フェンシング
成年女子
少年男女

△ ○ ○ 倉敷市

17 柔道
成年男子
少年男子

△ ○ 岡山市

18 ソフトボール 全種別 △ ○ ○ □ 新見市

19 バドミントン
成年男女
少年女子

津山市

20 弓道 全種別 △ ○ ○ 倉敷市

BR・BP △○

AR・AP・SB △ ○

22 剣道
成年女子
少年男女

△ ○ 岡山市

成年男子
女子

少年男子

24 スポーツクライミング
成年女子
少年男女

倉敷市

ｽﾗﾛｰﾑ
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ

岡山市

スプリント 岡山市

26 アーチェリー 全種別 備前市

27 空手道 全種別 岡山市

28 なぎなた 少年女子 真庭市

29 ボウリング 全種別 倉敷市

30 ゴルフ 少年男子 岡山市

冬季 31 アイスホッケー 全種別 倉敷市

△監督会議　　○試合実施日　　□予備日

7/16(金)△・7/17(土)○

7/17(土)△・ 7/18(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○・7/19(月)□

7/17(土)△○・7/18(日)○

7/2(金)△・7/3(土)○・7/4(日)○

7/31(土)△○・8/1(日)○

8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

7/29(木)△○・7/30(金)○・7/31(土)○・8/1(日)○

開催期間（中心日：8/20～23）

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

8/28(土)△○・8/29(日)○

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○

8/26(木)△・8/27(金)○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

8/6(金)△・8/7(土)○・8/8(日)○・8/9(月)○

8/13(金)△・8/14(土)○・8/15(日)○・8/16(月)○

5/15(土)△○

8/7(土)△・8/8(日)○

8/26(木)△○・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

8/26(木)△・8/28(土)○・8/29(日)○・8/30(月)□

　　8/27(金)△・8/28(土)○・8/29(日)○

12/11(土)△○・12/12(日)○

6/22(火)△・6/23(水)○・6/24(木)○

7/9(金)△○・7/10(土)○・7/11(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○

7/25(日)△○

7/17(土)△・7/18(日)○・予備日7/25（日）（調整中）

倉敷市

23

ライフル射撃 岡山市

岡山市体　操8

25 カヌー

ラグビーフットボール

第７６回国民体育大会（第７７回冬季大会）中国ブロック大会日程及び会場一覧

季
別

№ 競　　技　　名 会　　　　場開催市

美作市

岡山県総合グラウンドテニスコート

倉敷運動公園ウエイトリフティング場

岡山市総合文化体育館

本
　
　
大
　
　
会

1 水　泳

2

21

サッカー

倉敷市児島地区公園水泳場

倉敷市屋内水泳センター

ジップアリーナ岡山サブアリーナ

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

岡山市総合文化体育館

美作ラグビー・サッカー場

岡山大学　大学会館ホール

熊山運動公園多目的広場

百間川ボートコース

ヘルスピア倉敷アイスアリーナ

後楽ゴルフ倶楽部

アミパラボウル

白梅総合体育館

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

日生運動公園スポーツ広場

岡山県備前市総合公園テニスセンター

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

蒜山ホースパーク

吉井川　瀬戸特設カヌー競技場

旭川　建部特設カヌー競技場

rocks CLIMBING GYM

美作ラグビー・サッカー場

岡山県総合グラウンド
体育館（ジップアリーナ岡山）

岡山県御津ライフル射撃場

岡山県立高松農業高等学校

7/9(金)△・7/10(土)○・7/11(日)○

岡山市
岡山県総合グラウンド
陸上競技場（シティライトスタジアム）
補助陸上競技場

倉敷スポーツ公園マスカットスタジアム

笠岡総合体育館

倉敷市営弓道場

新見市憩いとふれあいの公園野球場・多目的広場
新見市民運動公園総合グラウンド

岡山武道館

岡山県津山総合体育館

水島緑地福田公園体育館


