ひろしまスポ協ニュース

令和４年１０月号
公益財団法人 広島県スポーツ協会

期 日
1日

1日

1日

大
会
名
競 技 名
バレーボール 第37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

会
場
福山市沼隈体育館

問合せ先
県バレーボール協会
082-228-0224

バレーボール 第37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

福山市沼隈体育館

県バレーボール協会
082-228-0224

卓球

第75回東京卓球選手権（TOKYO OPEN）ホープス・カブの部広島県予選

大和興産安佐北区スポーツセンター 県卓球協会

082-228-7020
1・2日

ソフトボール

1・2日

軟式野球

1・2日

テニス

1・9・22日

ｴｽｷｰﾃﾆｽ

令和4年度広島県秋季ソフトボール選手権大会

広島市佐伯運動公園

県ソフトボール協会
天田：0823-23-3546

第14回全日本少年春季軟式野球広島県大会

エブリイ福山市民球場

県軟式野球連盟
082-531-0550

2022年度第16回広島ジュニアオープンテニス大会
（11歳以下男女、13歳以下女子）

2・3日 みよし運動公園
9・10日 県立びんご運動公園

県テニス協会
082-209-5200

第153回中国地区秋季エスキーテニス大会
（1日：団体、9日：個人男子、22日：個人女子）

（団体）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

（個人男子）新牛田公園平和コート 082-251-1436

（個人女子）県立総合体育館
2日

ソフトボール

第15回中国レディースソフトボール大会広島県予選会

やまみ三原運動公園

県ソフトボール協会
天田：0823-23-3546

2日

ソフトテニス

第47回仁井岡杯全国ソフトテニス大会

呉市営テニスコートほか

県ソフトテニス連盟
大前：090-9064-5776

2日

アーチェリー

第7回広島県社会人アーチェリー選手権大会

広島県アーチェリー場

県アーチェリー協会
佐野：082-559-1081

7～9日

テニス

第36回全国実業団対抗テニストーナメント
（テニス日本リーグ昇格チーム決定予選大会）

広島広域公園テニスコート

県テニス協会
082-209-5200

8日

卓球

VICTAS杯2022広島県小・中学生オープン卓球交流大会（三次会場）

電光石火みよしパークカルチャーセンター

県卓球協会
082-228-7020

8・9日

ボート

第66回中国学生ボート選手権大会

福山市芦田川漕艇場

県ボート協会
中野：080-8637-2920

8・15日

ソフトボール

第40回広島県少年ソフトボール選手権大会

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

天田：0823-23-3546
8・9・29日

バスケットボール 第74回全日本大学バスケットボール選手権大会中国地区予選会

8・9日 シシンヨーオークアリーナ 県バスケットボール協会
29日 広島文化学園大学郷原キャンパス

082-221-7001
（月・火・木・金 12：00～18：00）

9・10日

軟式野球

10日

陸上

10日

10日

12日

第42回広島県教育事業団学童軟式野球大会

Balcom BMW広島総合グランド 県軟式野球連盟
082-531-0550

スポーツフェスタ2022広島県小学生陸上競技４種競技高学年大会

Balcom BMW広島総合グランド 広島陸上競技協会
陸上競技場
082-223-3256

ソフトテニス

第62回ルーセントカップ広島県ソフトテニス大会

広島翔洋テニスコート

県ソフトテニス連盟
大前：090-9064-5776

ドッジボール

第18回親善ドッジボール大会

県立総合体育館

県ドッジボール協会
原：090-2806-9686

みよし運動公園

県グラウンド・ゴルフ協会

グラウンド・ゴルフ 第12回広島県グラウンド・ゴルフ協会会長杯

082-225-8361
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ひろしまスポ協ニュース

令和４年１０月号
公益財団法人 広島県スポーツ協会

期 日
14日

競 技 名
ソフトテニス

14～16日

ホッケー

15日

大
会
名
第12回ピースカップレディースソフトテニス大会

会
場
広島翔洋テニスコート

問合せ先
県ソフトテニス連盟
大前：090-9064-5776

2022 年度女子第44回全日本社会人ホッケー選手権大会 ファイナルラウンド 広島広域公園第二球技場

県ホッケー協会
柳田：090-1680-9814

ドッジボール

2022全日本女子総合ドッジボール選手権シニアの部中国ブロック選考会

廿日市市立金剛寺小学校

県ドッジボール協会
原：090-2806-9686

15・16日

ライフル射撃

令和4年度第8回広島県高等学校ライフル射撃競技新人大会

つつがライフル射撃場

県立加計高等学校
林：0826-22-0488

15・16日

ボート

第31回広島県秋季ボート選手権大会
兼 第74回広島県高等学校新人戦

福山市芦田川漕艇場

県立宮島工業高等学校
坂本：0829-55-0143

16日

陸上競技

第35回ヒロシマMIKANマラソン

県立大柿高等学校グラウンド

ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会事務局

080-9391‐4315
16日

アーチェリー

2022年度広島県秋季アーチェリー大会

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

16日

ボウリング

2022年度広島県クラブ対抗ボウリング選手権大会
兼 第51回全日本クラブ対抗ボウリング選手権大会広島県予選選考会

アヴィーユボウル

県ボウリング連盟
0823-36-6566

20日

ゴルフ

第42回広島県女子ゴルフ選手権大会

賀茂カントリークラブ

県ゴルフ協会
082-555-8231

20日

ゴルフ

第8回広島県グランドシニアゴルフ選手権大会

賀茂カントリークラブ

県ゴルフ協会
082-555-8231

20～23日

セーリング

2022ハンザクラスアジアパシフィックチャンピオンシップ＆
パラワールドセーリングチャンピオンシップハンザクラス広島

広島観音マリーナディンギーヤード 県セーリング連盟

082‐296-7725

22・23日

バレーボール 2022-23Ⅴ．ＬＥＡＧＵＥ DIVISION１ MEN 広島大会
県立総合体育館
（22日13:00～、23日13:05～ JTサンダーズ広島ｖｓＶＣ長野トライデンツほか）

県バレーボール協会
082-228-0224

22・23日

バレーボール ジャパンビーチバレーボールツアー2022 U23広島大会

ベイサイドビーチ坂

県バレーボール協会
082-228-0224

22・23日

バレーボール NEXT HERO’S CUP 2022（ビーチバレー）

ベイサイドビーチ坂

県バレーボール協会
082-228-0224

22・23日

ソフトボール

令和4年度広島県高等学校ソフトボール新人大会
兼 第41回全国高等学校ソフトボール選抜大会広島県予選会

呉市入船山公園多目的広場

県立尾道商業高等学校

倉本：0848-25-2115

22・23日

ライフル射撃

令和4年度広島県秋季ライフル射撃競技選手権大会

つつがライフル射撃場

23日

陸上

第34回広島県小学生総合体育大会（陸上競技の部）

Balcom BMW広島総合グランド 広島陸上競技協会
陸上競技場
082-223-3256

23日

剣道

第71回広島県連盟対抗剣道大会

ＩＨＩアリーナ呉
（呉市体育館）

県剣道連盟
082-962-3076

23日

卓球

第27回広島県支部対抗ラージボール卓球大会

庄原市総合体育館

県卓球協会
082-228-7020

23日

自転車競技

令和4年度広島県高等学校新人自転車競技大会(ロードの部)

県立中央森林公園

市立広島工業高等学校

つつがライフル射撃場
平井：0826-32-2249
(土･日･祝日のみ）

岸川：082-282-2216
23日

なぎなた

第28回広島県高等学校なぎなた選手権大会

広島市南区スポーツセンター
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比治山女子高等学校
菅野：082-251-4478

ひろしまスポ協ニュース

令和４年１０月号
公益財団法人 広島県スポーツ協会

期 日
23・30日

競 技 名
軟式野球

大
第20回広島県学童軟式野球大会

会

名

会

場

問合せ先

Balcom BMW広島総合グランドほか 県軟式野球連盟

082-531-0550
23・30日

アーチェリー

27・28日

ゴルフ

28～30日

ライフル射撃

29日

29・30日

令和4年度広島県高等学校アーチェリー新人大会
土師ダムスポーツランド
（第41回全国高等学校アーチェリー選抜大会広島県予選－70ｍラウンド×2Ｒ）

県立黒瀬高等学校

第20回広島県オープンゴルフ選手権大会2022（本戦）

広島カンツリー倶楽部
八本松コース

県ゴルフ協会
082-555-8231

2022年度ジュニアエアガン大会

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)

新牛田公園平和コート

県エスキーテニス連盟
082-251-1436

第58回広島県高等学校弓道新人大会（近的）
兼 第30回中国高等学校弓道新人大会広島県予選会（近的）
兼 第41回全国高等学校弓道選抜大会広島県予選会（近的）

県立総合体育館弓道場

県立広島工業高等学校

第4回中国一般男子ソフトボール大会

尾道市御調ソフトボール球場

県ソフトボール協会
天田：0823-23-3546

猫田記念体育館

県バレーボール協会
082-228-0224

エスキーテニス 2022年度エスキーテニス秋季学生リーグ（団体戦）

弓道

29・30日

ソフトボール

29・30日

バレーボール 第96回中国大学バレーボールリーグ秋季大会広島ラウンド（男女1部）

29・30日

テニス

令和4年度第75回広島県高等学校テニス新人大会（団体戦）
兼 第45回全国選抜高等学校テニス大会広島県予選

竹田：0823-82-2525

梶山：082-254-1421

こざかなくんスポーツパークびんご 市立広島工業高等学校
スマッシュこざかなくんテニスコートほか

沢田：082-282-2216

29・30日

ソフトテニス

令和4年度第69回広島県高等学校ソフトテニス新人選手権大会
兼 全日本高等学校選抜ソフトテニス大会中国地区予選会予選
兼 中国高等学校ソフトテニス新人大会予選

団体戦：広島翔洋テニスコート 県立総合技術高等学校
梅本：0848-86-4314

29・30日

セーリング

令和4年度広島県高等学校ヨット新人選手権大会

広島観音マリーナディンギーヤード 県立広島国泰寺高等学校

坂本：082-241-1537
29・30・
11/5・6・12日

バレーボール 第75回全日本バレーボール高等学校選手権大会広島県予選会

29・30・11/5・6日 各地区会場 県立五日市高等学校
12日 県立総合体育館小アリーナ 小笹山：082-923-4181

29～11/20日

ラグビーフットボール

第102回全国高等学校ラグビーフットボール大会広島県予選会

Balcom BMW広島総合グランド 県立広島工業高等学校
ラグビースタジアム
河野：082-254-1421

30日

フェンシング

令和4年度広島県高等学校フェンシング新人大会
兼 第47回全国高等学校選抜フェンシング大会広島県予選会

県立神辺旭高等学校
第2体育館小体育室

令和4年度広島県セーリング連盟会長杯

広島観音マリーナディンギーヤード 県セーリング連盟

30日

セーリング

県立福山誠之館高等学校

深井：084-922-0085

082‐296-7725
30日

ゲートボール

第38回広島県選抜ゲートボール大会（シニア）

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
30日

ダンススポーツ 第22回広島県ダンススポーツ競技会

広島市西区スポーツセンター

〇 第４７回広島県民スポーツ大会 … 別紙一覧
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止・延期または無観客で開催される場合があります。
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県ダンススポーツ連盟
河野：090-3179-3429

第４７回広島県民スポーツ大会
競技・期日・会場一覧
競技名

区分

開催期日

会場

陸上競技

一般・スポーツ少年団

令和4年

10月2日（日） 庄原市上野総合公園陸上競技場

柔道

一般・スポーツ少年団

令和4年

10月16日（日）

広島県立総合体育館武道場

一般の部

令和4年

11月23日（水・祝）

広島県立総合体育館武道場

スポーツ少年団の部 令和4年 11月13日（日）

広島県立総合体育館武道場

一般の部

府中市中須グラウンド・
福山市箕沖グラウンド

剣道

ソフトボール

令和4年

11月13日（日）

スポーツ少年団の部 令和4年 9月18日（日） 東広島市福富多目的グラウンド

一般の部

令和4年

11月3日（木･祝）

広島市安芸区スポーツセンター

バレーボール 一般の部

令和4年

10月30日（日）

広島県立総合体育館大アリーナ

一般の部

令和4年

11月13日（日）

広島翔洋テニスコート

バスケットボール

ソフトテニス

スポーツ少年団の部 令和4年 9月11日（日）

尾道市因島運動公園

バドミントン 一般・スポーツ少年団 令和4年 11月27日（日） 広島県立総合体育館大アリーナ

卓球

一般の部

令和4年

11月20日（日）

広島市安芸区スポーツセンター

スポーツ少年団の部 令和4年 11月19日（土） 大和興産安佐北区スポーツセンター

空手道

スポーツ少年団の部 令和4年 11月6日（日） 大和興産安佐北区スポーツセンター

ゴルフ

一般の部

令和4年

10月14日（金）

広島ＣＣ八本松コース

総合型地域スポーツクラブの部 令和4年 11月5日（土） 北広島町大暮養魚場

備考

