
競　技　名 会　　　場 問合せ先

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 竹原市営相撲場 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

ソフトテニス 海田総合公園 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

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

ゴルフ 広島東映カントリークラブ 県ゴルフ協会

　082-555-8231

水泳 ひろしんビッグウェーブ 県水泳連盟

　082-836-5400

バレーボール 男：呉地区各高等学校 県立五日市高等学校

女：三次地区各高等学校 小笹山：082-923-4181

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

バスケットボール 県立総合体育館 県バスケットボール協会

　082-221-7001

軟式野球 広島県総合グランド 県軟式野球連盟

　082-531-0550

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）

卓球 ２０２１年度全日本卓球選手権大会（カデットの部）広島県予選会 マエダハウジング 県卓球協会

※無観客試合 東区スポーツセンター 　082-228-7020

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

　082-209-5200

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

期　 日 大　　　会　　　名

１日 第５７回広島県剣道段別選手権大会

１日 第７６回国民体育大会相撲競技広島県予選会（成年の部）

１日 第９回広島県女子剣道段別選手権大会

１日 天皇賜杯・皇后賜杯第７６ 回全日本ソフトテニス選手権大会広島県予選会

１日 中国９人制バレーボール総合男女選手権大会広島県予選会

１日 第５回広島県バウンドテニスジュニア選手権大会

１日 第５６回藤井杯争奪県ソフトテニス大会

７・８日 ２０２１年度 第５７回 広島県学童選手権水泳競技大会

２～４日 第24回広島県高等学校ゴルフ選手権夏季大会・中学生大会

７・８日 第９６回全日本テニス選手権大会広島県予選会

７・８日 令和３年度広島県知事杯バレーボール大会（高校の部）

８日 第５１回広島県少年野球「学童」選手権大会

７～９日 第４５回全関西ミニバスケットボール交歓大会

１１日

８～１１日 第５９回全国高等学校ライフル射撃競技選手権大会

１２・１３日 第７６回国民体育大会テニス競技広島県最終予選（少年の部）
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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８月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 大　　　会　　　名

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 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

バドミントン 大和興産 安佐北区スポーツセンター 県バドミントン協会

　082-275-6878

バドミントン 県立総合体育館 県バドミントン協会

　082-275-6878

ソフトテニス やまみ三原運動公園 広島県小学生ソフトテニス連盟

畠山：090-3743-4686

陸上 広島県総合グランド 広島陸上競技協会

（広島スタジアム） 　082-223-3256

バレーボール IHIアリーナ呉 県バレーボール協会

（呉市体育館） 　082-228-0224

ソフトテニス みよし運動公園 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

卓球 県立総合体育館剣道場 県卓球協会

　082-228-7020

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

陸上 福山通運ローズスタジアム 県立西条農業高等学校

（福山市竹ケ端運動公園陸上競技場） 大林：082-243-2921

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

バスケットボール 県立総合体育館 県バスケットボール協会

　082-221-7001

ボウリング アヴィーユボウル 県ボウリング連盟

　0823-36-6566

１４・１５日 令和３年度広島県夏季ライフル射撃競技選手権大会

１７日 第４０回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 広島県予選会（ジュニアの部）

１６日 第２８回広島県高等学校ジュニアハンドボール大会

２１日 第３３回広島県小学生総合体育大会ソフトテニス競技の部

兼　令和３年度西日本小学生ソフトテニス選手権大会広島県予選会

兼　第１２回中国地区小学生インドアソフトテニス選手権大会広島県予選会

１８日 第４０回全日本ジュニアバドミントン選手権大会 広島県予選会

（ジュニアの部・ジュニア新人の部）

２２日 第３６回中国ママさんバレーボール大会一般の部広島県予選会

２１・２２日 第７５回中国五県陸上競技対抗選手権大会

兼　第１０６回日本陸上競技選手権大会中国地区予選会

２３日 ウルトラシニアカップ親善交流卓球大会

２２日 第６５回三次市近県オープンソフトテニス大会

２８・２９日 第７１回広島県高等学校対抗陸上競技選手権大会

２４日 第３６回中国ママさんバレーボール大会ことぶきの部広島県予選会

２９日 第２７回３×３バスケットボールフェスティバル２０２１

２８・２９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

２９日 ２０２１年度広島県オープンシニア・レディスダブルスボウリング選手権大会

兼　第１２回西日本シニアボウリング選手権大会予選選考会
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○

○

競 技 名 会　　　　　　　場

ソフトボール 尾道市御調ソフトボール球場

テニス 県立びんご運動公園

ハンドボール シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館）

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

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

令和３年度中国中学校選手権大会

期　　日

８月１日～３日

８月２・３日

８月６日～８日

※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
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2021/7/5 現在

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 玉野市

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

岡山県津山総合体育館

水島緑地福田公園体育館

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

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

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）

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

玉野スポーツセンター小体育館

熊山運動公園多目的広場

百間川ボートコース

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

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 倉敷市

23

ライフル射撃 岡山市

岡山市体　操8

2

21

サッカー
岡山市

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)○

7/24(土)△・7/25(日)○

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)○

7/17(土)△・7/18(日)○・予備日7/25（日）

7/9(金)△・7/10(土)○・7/11(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)○

7/16(金)△・7/17(土)○

7/17(土)△・ 7/18(日)○

7/17(土)△・7/18(日)○

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)○


