
競　技　名 会　　　場 問合せ先

バスケットボール 県立総合体育館小アリーナ 県バスケットボール協会

広島市安芸区スポーツセンター 082-221-7001
（月・火・木・金　12：00～18：00）

バレーボール マエダハウジング東区スポーツセンター 県バレーボール協会

082-228-0224

卓球 TTCアリーナ 県卓球協会

（府中市立総合体育館） 082-228-7020

パワーリフティング 竹原トレーニングクラブ 県パワーリフティング協会

後藤：090-5265-2182

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 広島サンプラザ 県バレーボール協会

082-228-0224

ソフトテニス こざかなくんスポーツパークびんご 県ソフトテニス連盟

スマッシュこざかなくんテニスコート 大前：090-9064-5776

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)

テニス 広島広域公園テニスコ－ト 県テニス協会

082-209-5200

水泳 県立総合体育館プール 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

パワーリフティング 竹原トレーニングクラブ 県パワーリフティング協会

後藤：090-5265-2182

卓球 大和興産安佐北区スポーツセンター 県卓球協会

082-228-7020

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）

ソフトテニス やまみ三原運動公園テニスコート 県立総合技術高等学校

梅本：0848-86-4314

バスケットボール エフピコアリーナふくやま 県バスケットボール協会

（福山市総合体育館） 082-221-7001
（月・火・木・金　12：00～18：00）

ソフトテニス こざかなくんスポーツパークびんご 県ソフトテニス連盟

スマッシュこざかなくんテニスコート 大前：090-9064-5776

ラグビーフットボール 東広島運動公園 県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

尾川：090-6436-9986

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

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

吉原：082-928-9606

ラグビーフットボール Balcom BMW広島総合グランドスタジアム 県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

尾川：090-6436-9986

3・4日 2022-23　Ⅴ．ＬＥＡＧＵＥ　 DIVISION2 WOMEN 広島大会

　（3日　大野石油広島オイラーズ ｖｓ GSS東京サンビームズほか）

　（4日　大野石油広島オイラーズ ｖｓ 群馬銀行グリーンウイングスほか）

3日 第30回全中国ベンチプレス選手権大会

 兼 第38回全日本年齢別ボウリング選手権大会予選選考会

 兼 第60回全日本選手権大会予選選考会前半戦

4日 第26回アーティスティックスイミング13-15歳ソロ・デュエット大会広島県予選会

3・4・10・11日

4日

2022年広島県チーム対抗テニス選手権大会

アーティスティックスイミング・ナショナルトライアル 2023広島県予選会 

第8回ルーセントカップ広島県中学生学年別ソフトテニス大会10・11日

3日 第40回全関西中学生バスケットボール交歓大会広島県予選

2022年度広島県年齢別ボウリング選手権大会

9～11日

4日 第3回広島県パワーリフティング選手権大会

ひろしまスポ協ニュース　　令和４年12月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

3・4日 2022年度広島県インドアソフトテニス選手権大会

3日 第62回大阪国際招待卓球選手権(全国オープン)県予選大会

10・11日 第5回全日本社会人バスケットボール選手権大会中国ブロック予選

11日 第19回全国タグラグビー大会広島県予選

10日 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(シングルス)

第24回広島県レディース卓球フェスティバル（広島オーレ・個人の部）

2022年度全日本ライフル射撃競技選手権大会（ＣＰ種目）

3・4日 広島ホームテレビ食協カップ第50回広島ママさんバレーボール大会広島県決勝大会

11日 第18回中国ブロックバウンドテニス選手権大会

3・4日 令和4年度広島県冬季ライフル射撃選手権大会

8日

3日 第9回ミカサカップ広島県小学生ソフトバレーボール大会

11日

17日 ジャパンラグビー リーグワン2022-23 ディビジョン 3　 第1節（広島大会）

　（12：00～マツダスカイアクティブズ広島 vs 中国電力レッドレグリオンズ）
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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４年12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 こざかなくんスポーツパークびんご 県ソフトテニス連盟

スマッシュこざかなくんテニスコート 大前：090-9064-5776

卓球 大竹市総合体育館 県卓球協会

082-228-7020

卓球 県立総合体育館剣道場 県卓球協会

082-228-7020

なぎなた 広島市南区スポーツセンター 比治山女子高等学校

菅野：082-251-4478

ゴルフ 郷原カントリークラブ 広島国際学院高等学校

橋本：082-823-3401

少林寺拳法 県立総合体育館剣道場　 広島城北高等学校

中森：082-229-0111

剣道 県立総合体育館大アリーナ 県立広島皆実高等学校

中島：082-251-6441

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）　ほか 高野：090-9419-2404

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

ソフトテニス エフピコアリーナふくやま 県ソフトテニス連盟

（福山市総合体育館） 大前：090-9064-5776

アイスホッケー ひろしんビッグウェーブ 県アイスホッケー連盟

越本：090-2094-8377

アーチェリー 呉市二河屋内練習場 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

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

ソフトテニス 福山通運ローズアリーナ 県立総合技術高校

梅本：.0848-86-4314

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

広島市佐伯区スポーツセンター 082-221-7001
マエダハウジング東区スポーツセンター （月・火・木・金　12：00～18：00）

○

○ 第51回広島県スポーツ少年団バレーボール交歓大会（小学生の部）

期　日 時　間 会 場

12/11(日) 10：00～ マエダハウジング東区スポーツセンター

○ 特別国民体育大会冬季大会中国ブロック大会

会 場

ひろしんビッグウェーブ

※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。

24・25日 第30回中国・四国・九州ジュニアアイスホッケー広島大会

 兼 第25回中国高等学校新人剣道大会広島県予選会

アイスホッケー 12/10(土)、12/11(日)

試合数

第28回広島県高等学校なぎなた新人大会18日

第14回 ＫＥＮＫＯ ＣＵＰ 広島県ジュニアソフトテニス大会

競技名 開催期間

22・23日 第26回広島県高等学校・中学校ゴルフ選手権新人戦

第4回中国高等学校少林寺拳法新人大会

令和４年度叙勲・褒章・文部科学大臣表彰受章祝賀式

令和４年度公益財団法人広島県スポーツ協会スポーツ賞表彰式

24日

 兼 ジュニアクリスマスプレゼント大会

25日

令和4年度広島県高等学校新人剣道大会（団体戦）

　　日　時　　令和4年12月3日（土）　15：30～

　　場　所　　リーガロイヤルホテル広島

27日 第61回広島県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会（ジャパンカップ予選）

27～29日 第40回全関西中学生バスケットボール交歓大会

26日

24・25日 ソフトテニス日本リーグ入替戦

25日 令和4年度呉オープンインドアアーチェリー大会

2022年度広島県ジュニアボウリング特別指導会

18日 第32回東アジアホープス卓球大会日本代表選手広島県選考会

第24回全国中学選抜卓球大会広島県予選

準々決勝～決勝

第29回広島県高等学校ジュニアハンドボール大会

24・25日 第46回全国高等学校ハンドボール選抜大会広島県予選会

24・25日 NEXT HERO’S　CUP 2022（ビーチバレー）

24・25日

17日

17日

 兼 第32回全国高等学校剣道選抜大会広島県予選会

2


