
競　技　名 会　　　場 問合せ先

バレーボール 県立総合体育館小アリーナ 県バレーボール協会

082-228-0224

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

卓球 三原リージョンプラザ 県卓球協会

082-228-7020

ボウリング 広島パークレーン 県ボウリング連盟

0823-36-6566

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

082-209-5200

ハンドボール 広島経済大学石田記念体育館 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

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）

空手道 ＩＨＩアリーナ呉 県空手道連盟

（呉市体育館） 芥川：080-3052-7722

カヌー 八千代湖カヌー競技場 県カヌー協会

中原：090-9503-8837

空手道 ＩＨＩアリーナ呉 県空手道連盟

（呉市体育館） 芥川：080-3052-7722

ボクシング 崇徳高等学校 崇徳高等学校

信本：082-237-9331

卓球 大和興産安佐北区スポーツセンター 呉青山高等学校

諏訪本：0823-32-1721

ソフトテニス 呉市テニス場ほか 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

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ほか 082-275-6878

エスキーテニス 8日 ﾏｴﾀﾞﾊｳｼﾞﾝｸﾞ東区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 県エスキーテニス連盟

15日 新牛田公園平和コート 082-251-1436

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

剣道 エフピコアリーナふくやま 県剣道連盟

082-962-3076

バレーボール 三原リージョンプラザ 県バレーボール協会

082-228-0224

4日 第21回広島県小学生空手道選手権大会

5日 第27回広島県中学生空手道選手権大会

14日 第64回全国教職員剣道大会広島県予選会

8日 第77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（少年の部・第1次）

8日 第42回ナカ杯近県クラブ対抗ソフトテニス大会

　（8日 個人女子の部・15日 個人男子の部　）

8日 日本スポーツマスターズ2022岩手大会ソフトテニス競技広島県予選会

8・15日 第152回中国地区春季エスキーテニス大会

8日 第34回全国健康福祉祭ねんりんピックかながわ2022ソフトテニス競技広島県予選会

13日 第44回全日本レディースソフトテニス決勝大会広島県予選会

14日 第53回全国ママさんバレーボール大会広島県予選会

7・8日 令和4年度広島県高等学校春季新人ボクシング大会

4・5日 第43回中国カヌーレガッタ

7・8日 第75回広島県高等学校卓球選手権大会

1・3・4日 第49回（2022年度）全国中学生テニス選手権大会広島県予選

（5日予備日）

 兼 第46回全日本高校ボウリング選手権大会・第46回全日本中学ボウリング選手権大会・

　　　第12回全日本小学生ボウリング競技大会第一次予選選考会

2～5日 2022年度春季ライフル＆ピストル射撃競技広島大会

1日 男子第67回・女子第66回全日本実業団ソフトテニス選手権大会広島県予選会

1日 2022年度オープンジュニア親善ボウリング大会　

 兼 第21回中国四国地区ジュニアボウリング選手権大会第一次予選選考会　

1日 第74回中国卓球選手権大会広島県予選会

1日 2022年度中国クラブカップ9人制男子・女子バレーボール選手権大会広島県予選会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和４年５月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 大　　　会　　　名

1～5日 男子第61回・女子第49回中四国学生ハンドボール選手権春季リーグ戦

1日 第17回広島県クラブ対抗ソフトテニス選手権大会
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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４年５月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 大　　　会　　　名

ソフトボール やまみ三原運動公園 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

ソフトボール 男子：呉市入船山公園 県ソフトボール協会

女子：東広島市福富多目的グラウンド 天田：0823-23-3546

ハンドボール ＩＨＩアリーナ呉 県ハンドボール協会

（呉市体育館） 高野：090-9419-2404

バレーボール 県立総合体育館小アリーナ 県バレーボール協会

082-228-0224

テニス やまみ三原運動公園 県テニス協会

082-209-5200

テニス みよし運動公園 県テニス協会

082-209-5200

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

水泳 県立みよし公園プール 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

ソフトボール やまみ三原運動公園 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

卓球 福山市神辺体育館 県卓球協会

082-228-7020

ﾊﾟﾜｰﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 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 ベイサイドビーチ坂 県バレーボール協会

082-228-0224

セーリング 広島観音マリーナ 県セーリング連盟

082-296-7725

セーリング 広島観音マリーナ 県セーリング連盟

082-296-7725

剣道 県立総合体育館小アリーナ 県剣道連盟

082-962-3076

自転車競技 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

ボート 太田川特設ボートコース 広島県ボート協会

小川：090-7777-1893

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

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

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

卓球 府中市立総合体育館 県卓球協会

（ＴＴＣアリーナ） 082-228-7020

15日 第3回春季広島県ベンチプレス選手権大会

 兼 2022年度広島県ラージボール卓球大会

22日 第44回広島市民レガッタ

21・22日 Ｓａｉｌ Hiroshima 2022

21・22日 モス級スプリングレガッタ2022

22日 2022年広島県サイクルロードレース

28日 全農杯2022年度全日本卓球選手権大会（ホープス・カブ・バンビの部）広島県予選会

21・22日 NEXT HERO’S　CUP 2022（ビーチバレー）

14・15日 令和4年度第8回広島県高等学校ライフル射撃競技選手権大会

26日 第2回全日本レディースソフトテニス決勝大会シニアの部広島県予選会

22日 第31回広島県バウンドテニスシングルス選手権大会

22日 2022年度五月アーチェリー大会

 兼 第77回国民体育大会アーチェリー競技広島県第１次予選会

15日 第34回全国健康福祉祭ねんりんピックかながわ2022卓球競技広島県予選

14・15日 第61回全国実業団対抗テニス大会（ビジネス・パル）広島県予選

14・15日 第3回広島県ベテランミックスダブルステニス選手権大会

14・15日 第26回ジャパンオープンハンドボール選手権大会中国地区予選会

 兼 第41回全国クラブハンドボール選手権大会中国地区予選会

22日 第77回国民体育大会剣道競技広島県予選会（成年男女）

15日 第26回広島県学生選手権水泳競技大会

15日 2022年度第35回広島県室内学童選手権水泳競技大会

14・15日 第31回全日本実年ソフトボール大会広島県予選

14・15日 第57回全日本大学ソフトボール選手権中国地区予選

15日 第21回全日本エルデストソフトボール大会広島県予選

14・15日 2022年度中国大学バレーボールリーグ春季大会広島ラウンド
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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５月号
公益財団法人　広島県スポーツ協会

期　 日 大　　　会　　　名

エスキーテニス 新牛田公園平和コート 県エスキーテニス連盟

082-251-1436

水泳 ひろしんビッグウエーブ 県水泳連盟

082-836-5400

柔道 県立総合体育館 県柔道連盟

082-222-6446

ソフトボール 府中市中須グラウンド 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

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

天田：0823-23-3546

ソフトボール 呉市入船山公園 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

軟式野球 三次市営球場 県軟式野球連盟

082-531-0550

軟式野球 東広島アクアスタジアム 県軟式野球連盟

（東広島運動公園） 082-531-0550

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 ミツトヨスポーツパーク郷原 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

セーリング 広島観音マリーナ 県立広島国泰寺高等学校

坂本：082-241-1537

水泳 県立広島工業高校プール 県水泳連盟

082-836-5400

バレーボール 庄原市総合体育館 県バレーボール協会

082-228-0224

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

セーリング 広島観音マリーナ 県セーリング連盟

082-296-7725

山岳・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ ひろしま県民の森 県山岳・ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ連盟

082-296-5597

○

○

○

※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。

5月21日（土）

5月28日（土）

5月29日（日）
ミツトヨスポーツパーク郷原

29日 第29回比婆山国際スカイラン

ソフトバレーボール

剣道

弓道

日　程 競　技　名 会　場　地

グラウンド・ゴルフ
東広島運動公園

ペタンク

テニス

ソフトテニス

ラージボール卓球

28日 2022年度エスキーテニス学生連盟新人戦

第77回国民体育大会（特別国民体育大会冬季大会）中国ブロック大会　･･･　別紙

第75回広島県高等学校総合体育大会 ･･･ 別紙

第32回広島県シニア総合スポーツ大会

29日 2022年度広島県春期セーリング大会

29日 第41回全日本クラブ卓球選手権大会広島県予選会

29日 第77回国民体育大会水泳競技（水球の部）広島県予選会

 兼 2022年度広島県選手権水球競技大会

29日 第41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

28・29日 令和4年度広島県高等学校ヨット春季選手権大会

28・29日 第77回国民体育大会ソフトテニス競技広島県候補選手選考会

28・29日 第77回国民体育大会軟式野球競技（成年男子）広島県大会

28・29日 第39回全日本少年軟式野球大会広島県大会

28・29日 厚生労働大臣杯争奪第72回全日本実業柔道団体対抗大会

28・29日 2022年度中国9人制実業団男子バレーボール選手権大会

28・29日 第19回全日本一般男子ソフトボール大会広島県予選会

28・29日 第68回全日本総合ソフトボール選手権広島県予選会

28・29日 第36回全日本シニアソフトボール大会広島県予選会

28・29日 2022年度第57回中国春季水泳競技大会

※問合せ先　社会福祉法人広島県社会福祉協議会(福祉人材課)　082-254-3481

3 



水球 広島市 広島県立広島工業高等学校プール

アーティスティッ
クスイミング 広島市 ひろしんビッグウエーブ（広島市総合屋内プール）

成年男子
広島市
呉市

Balcom BMW 広島総合グランド
ミツトヨスポーツパーク郷原（呉市総合スポーツセンター）

少年男子
広島市

東広島市
広島広域公園第一球技場
東広島運動公園陸上競技場

少年女子 広島市
エディオンスタジアム広島
広島広域公園補助競技場

3 △○ ○ ○ 広島市 広島広域公園テニスコート

4 福山市 芦田川漕艇場

5 △ ○ ○ ○ □ 広島市 広島広域公園第二球技場

6 △ ○ ○ ○ 広島市 コジマホールディングス中区スポーツセンター小体育室

7 △○ ○ 広島市 広島県立総合体育館大アリーナ

競技 広島県立総合体育館小アリーナ

新体操

トランポリン

9 広島市 広島県立総合体育館大アリーナ

10 △ ○ 広島市 広島市佐伯区スポーツセンター

11 △ ○ ○ 呉市
シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館）
メインアリーナ　サブアリーナ、IHIアリーナ呉

12 △○ ○ □ 広島市 広島翔洋テニスコート（広島市中央庭球場）

13 広島市 マエダハウジング東区スポーツセンター大体育室

14 呉市 鶴岡一人記念球場（呉市二河野球場）

15 岡山県真庭市 蒜山ホースパーク

16 福山市 エフピコアリーナふくやま（福山市総合体育館）

17 △ ○ 広島市 広島県立総合体育館武道場

成年男女・
少年女子

△ ○ ○ 尾道市 御調ソフトボール球場

少年男子 尾道市 御調ソフトボール球場

19 △ ○ ○ 広島市 マエダハウジング東区スポーツセンター大体育室

20 呉市 呉市弓道場

21 △○ ○ 安芸太田町 つつがライフル射撃場

22 △ ○ 広島市 広島県立総合体育館小アリーナ

成男・女子

少年男子

24 △ ○ ○ 府中町 クライムセンターＣＥＲＯ

スラローム
ﾜｲﾙﾄﾞｳｫｰﾀｰ 岡山市 旭川特設カヌー競技場

スプリント 安芸高田市 八千代湖カヌー競技場

26 △ ○ 安芸高田市 土師ダムスポーツランドサッカー場

27 廿日市市 GLOBAL　RESORT総合スポーツセンター　サンチェリー

28 △ ○ 広島市 広島市安芸区スポーツセンター

29 広島市 広島市南区スポーツセンター

30 東広島市 賀茂ボウル

31 東広島市 広島カンツリー倶楽部西条コース

冬季 32 広島市 ひろしんビッグウェーブ(広島市総合屋内プール)

ウエイトリフティング

アイスホッケー

空手道

12月10日(土)△○～11日(日)○

7月16日(土)△～7月17日(日)○

7月16日(土)△○～7月18日(月・祝)○

ハンドボール

スポーツクライミング

6月22日(水)△ 6月23日（木）○～6月24日(金)○

銃剣道

Balcom BMW　広島総合グランド
Balcom BMW　Rugby Stadium8月25日(木)△○8月27日（土）○～8月28日(日)○

ゴルフ

8月27日(土)△○～8月28日(日)○

8月13日(土)△○～8月14日(日)○

広島県立総合体育館大アリーナ

7月16日(土)△ 7月17日（日）○～7月18日(月・祝)○

広島市

7月16日(土)△～7月17日(日)○

8月１２日（金）△ 8月１３日（土）○～8月１４日（日）○

サッカー

ボート

ホッケー

ライフル射撃

バドミントン

7月29日(金)△～7月30日(土)○

8月26日（金）△ 8月27日（土）○～8月28日（日）○

テニス

フェンシング

ボクシング

本
大
会

8月６日(土)△○～8月8日(月)○

７月17日(日)△○～7月18日(月・祝)○

7月16日(土)△～7月17日(日)○

7月30日(土)△～7月31日(日)○

弓　道

2

1

7月23日(土)△～7月24日(日)○

バレーボール

△監督会議　　　　○試合実施日　　□予備日

剣　道

25 カヌー

体操

5月13日(金)△～5月14日(土)○

軟式野球

アーチェリー

ボウリング

なぎなた

第７７回国民体育大会（特別国民体育大会冬季大会）中国ブロック大会日程及び会場一覧（案）　4/6現在

会　　場
開　　催
市　　町8/22

（月）

№ 8/21
（日）

競技名 8/19
（金）

季
別

開　催　期　間

8/18
（木）

23
ラグビー
フットボー

ル

8/20
（土）

ソフトテニス

柔　道

馬　術

水泳

7月1日(金)△ 7月2日（土）○～7月3日(日)○

8月11日（木）△　8月12日(金)○～8月14日(日)○

18 ソフトボール
8月27日（土）△○～8月28日（日）○

8

8月26日（金）△ 8月27日（土）○～8月28日（日）○8月２９日（月）□

広島市

卓　球

バスケットボール




