
競　技　名 会　　　場 問合せ先

卓球 吉田運動公園 県卓球協会

082-228-7020

体操 広島市佐伯区スポーツセンター 県体操協会

田坂：0848-38-2571

空手道 GLOBAL RESORT 県空手道連盟

総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ サンチェリー 芥川：080-3052-7722

ソフトボール 広島市佐伯運動公園 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

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

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

バスケットボール 広島市安芸区スポーツセンター 県バスケットボール協会

082-221-7001

（月・火・木・金　12：00～18：00）

バレーボール 大和興産安佐北区スポーツセンター 県バレーボール協会

082-228-0224

卓球 GLOBAL RESORT 県卓球協会

総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ サンチェリー 082-228-7020

カヌー 八千代湖カヌー競技場 県カヌー協会

中原：090-9503-8837

少林寺拳法 県立総合体育館剣道場 県少林寺拳法連盟

shinnk0313@yahoo.co.jp

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

グラウンド・ゴルフ 福山市グラウンド・ゴルフ場 県グラウンド・ゴルフ協会

益成：082-225-8361

柔道 県立総合体育館武道場 広島学院高等学校

小林：082-271-0241

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

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

軟式野球 安芸津市民グラウンドほか 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

バドミントン 男子：ｺｼﾞﾏﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ中区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ・ 県立高陽高等学校

　　　県立呉三津田高等学校 池田：082-842-7781

女子：ＩＨＩアリーナ呉(呉市体育館)・

　　　県立呉宮原高等学校

フェンシング 県立神辺旭高等学校第2体育館 県フェンシング協会

高橋：090-1014-0822

 兼 第65回中国高等学校バドミントン選手権大会・

     第73回全国高等学校総合体育大会バドミントン競技会広島県予選会

第36回広島県中学校相撲選手権大会

5日 2022(令和4)年度 第5回広島県社会人バスケットボールリーグ大会

5日

11・12日 NEXT HERO’S　CUP 2022（ビーチバレー）

11・12日 第17回全日本ハイシニアソフトボール大会広島県予選

10日 第30回広島県グラウンド・ゴルフ交歓大会

11・12日 高円宮賜杯第42回全日本学童軟式野球大会広島県大会

4・5日 2022年度第8回全日本9人制バレーボールトップリーグ（女子）レギュラーラウンド広島大会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和４年６月号

期　 日 大　　　会　　　名

ロート製薬杯第40回全国ホープス（団体）卓球大会広島県予選 4日

公益財団法人　広島県スポーツ協会

第23回ルーセント杯広島県レディースソフトテニス大会

第8回広島県中学生少林寺拳法大会

7日

5日

4・5日  日本スポーツマスターズ2022岩手大会ソフトボール競技（男子）広島県予選会

4日 令和4年度第46回広島県空手道選手権大会

11・12日 第36回全日本小学生男子ソフトボール大会広島県予選

第77回国民体育大会フェンシング競技広島県予選会12日

 兼 令和4年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技広島県代表選考会

第69回中国高等学校柔道大会

第35回広島県ソフトバレーボール全国大会・中国地区大会予選会

11・12日

5日 令和4年度広島県カヌースプリント選手権大会

 兼 第77回国民体育大会カヌー（スプリント）競技広島県代表選考会

5日

11・12日 第54回広島県高等学校バドミントン個人選手権大会

5日

第18回広島県レディース卓球ホップ・ステップ・ジャンプ大会

4日 第77回国民体育大会広島県選手選考会新体操女子の部
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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４年６月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ Balcom BMW広島総合グランド 県ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ協会

メイン・ラグビースタジアム 尾川：090-6436-9986

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

天田：0823-23-3546

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 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 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 ベイサイドビーチ坂 県バレーボール協会

082-228-0224

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

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 広島パークレーン 県ボウリング連盟

0823-36-6566

少林寺拳法 エフピコアリーナふくやま 県少林寺拳法連盟

（福山市総合体育館） shinnk0313@yahoo.co.jp

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

082-293-9408

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

082-293-9408

ボクシング コジマホールディングス 崇徳高等学校

中区スポーツセンター 信本：082-237-9331

剣道 広島市湯来体育館 県剣道連盟

082-962-3076

弓道 県立総合体育館弓道場 県弓道連盟

正法地：090-6400-2330

ハンドボール 山陽高等学校 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

ｴｽｷｰﾃﾆｽ 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

宇野本：082-251-1436

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

水泳 ひろしんビッグウェーブ 県水泳連盟

082-836-5400

剣道 エフピコアリーナふくやま 県立広島皆実高等学校

（福山市総合体育館） 中島：082-251-6441

レスリング 県立総合体育館武道場 県立広島国泰寺高等学校

熊倉：082-241-1537

12日 第28回広島県ジュニアゲートボール大会

18・19日 第12回もみじＣＵＰ 2022マスターズ水泳広島大会

18日 第152回中国地区春季エスキーテニス大会（個人シニアの部）

令和4年度第7回中国高等学校ライフル射撃競技選手権大会

第36回ビーチバレージャパン広島県予選会

12・（19）日 日本スポーツマスターズ2022岩手大会ソフトボール競技（女子）広島県予選会

12日 第75回全日本９人制バレーボール実業団男子選手権大会広島県予選会

12日 第７7回国民体育大会バレーボール競技成年女子広島県選考会（６人制）

第61回中国高等学校レスリング選手権大会

12日

12日 2022年度少林寺拳法全国大会inOSAKA広島県出場拳士選考会

第33回全日本ビーチバレー女子選手権大会広島県予選会

12日

12日

12日 第36回広島ラグビー祭

※予備日19日

18日

18・19日

第77回国民体育大会ハンドボール競技広島県予選会

 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2次予選選考会

2022年度会長杯アーチェリー大会12日

 兼 第77回国民体育大会アーチェリー競技広島県第２次予選会

 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2次予選選考会　

12日 2022年度広島県小学・中学・高校ボウリング選手権大会　

18日 第17回全日本都道府県対抗少年剣道優勝大会広島県予選

第68回中国高等学校剣道選手権大会

18・19日

17～19日

12日 第21回全国社会人ゲートボール大会広島県予選会

第76回中国高等学校ボクシング選手権大会

18日 2022年度全日本バウンドテニス選手権大会広島県大会

18日 広島県学生弓道親善試合
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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６月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

ソフトボール 東広島市福富多目的グラウンド 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

バスケットボール 県立総合体育館大アリーナ 市立舟入高等学校

松川：082-232-1261

バスケットボール 呉市中央公園 県バスケットボール協会

082-221-7001

（月・火・木・金　12：00～18：00）

テニス 広島広域公園テニスコート 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

テニス みよし運動公園 県テニス協会

082-209-5200

バレーボール 広島市安佐南区スポーツセンターほか 県バレーボール協会

082-228-0224

弓道 県立総合体育館弓道場 県弓道連盟

正法地：090-6400-2330

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

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

バレーボール 広島市安芸区スポーツセンター 県バレーボール協会

082-228-0224

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

自転車 県立中央森林公園 市立広島工業高等学校

岸川：082-282-2216

ボート 福山市芦田川漕艇場 県立宮島工業高等学校

坂本：0829-55-0143　　

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

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

自転車 県立中央森林公園 県自転車競技連盟

hiroshima.cf.jimu@gmail.com

剣道 広島市西区スポーツセンター 県剣道連盟

082-962-3076

相撲 竹原市中央公園相撲場 県相撲連盟

谷崎：080-6310-4419

体操 県立総合体育館小アリーナ 県体操協会

田坂：0848-38-2571

18・19日

18～20日 日本スポーツマスターズ2022岩手大会テニス競技

第57回中国地域自転車道路競走大会

日本スポーツマスターズ2022岩手大会バレーボール競技広島県予選会

19日 わんぱく相撲2022竹原場所広島県大会

19日

 兼 全国小学生ハンドボール大会広島県予選

25日 第33回広島県中学生相撲選手権大会

25日 第77回国民体育大会剣道競技広島県予選会（少年男女）

24～26日

24～26日

19日 第14回広島県小学生ハンドボール大会

第90回全日本自転車競技選手権大会ロード・レース

第25回全日本自転車競技選手権個人タイム・トライアル・ロード・レース大会

2022全日本パラサイクリング選手権・ロード大会

24～26日

22日 第26回広島県高齢者ゲートボール大会

19日 令和4年度中国地域高等学校対抗自転車道路競走大会

18・19日 第70回西日本男子ソフトボール選手権大会広島県予選会

18・19日 第66回中国高等学校バスケットボール選手権大会

第77回国民体育大会テニス競技広島県予選（成年男女）

19日 第77回国民体育大会ボート競技広島県予選会

19日

３×３.EXE PREMIER 2022

18・19・25日 第42回全日本小学生バレーボール大会広島県大会

18・19日 2022年度第38回RSK杯全国選抜ジュニアテニス選手権大会広島県予選大会

18・19日

25日 第77回国民体育大会広島県選手選考会体操競技の部（成年男女）

19日 全日本弓道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
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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６月号

期　 日 大　　　会　　　名

公益財団法人　広島県スポーツ協会

陸上 Balcom BMW 広島総合グランド 広島陸上競技協会

 メインスタジアム 082-223-3256

水泳 福山通運ローズアリーナ 県立福山葦陽高等学校

（福山市緑町公園屋内競技場） 桒田：084-923-0400

水泳 県立広島工業高等学校プール 県立福山葦陽高等学校

桒田：084-923-0400

軟式野球 Balcom BMW 広島総合グランド 県軟式野球連盟

ベースボールスタジアム 082-531-0550

軟式野球 こざかなくんスポーツパークびんご 県軟式野球連盟

ぶんちゃんしまなみ球場 082-531-0550

バスケットボール マエダハウジング東区ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 県バスケットボール協会

082-221-7001

（月・火・木・金　12：00～18：00）

テニス こざかなくんスポーツパークびんご 県テニス協会

スマッシュこざかなくんテニスコート 082-209-5200

体操 県立総合体育館小アリーナ 県体操協会

田坂：0848-38-2571

水泳 県立みよし公園プール 県水泳連盟

082-836-5400

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

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

ゴルフ 鷹の巣ゴルフクラブ 県ゴルフクラブ連盟

082-555-8231

バレーボール 県立総合体育館 県バレーボール協会

082-228-0224

○ 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

○

競 技 名

陸上競技

柔道

軟式野球

ソフトテニス

剣道

バレーボール

バスケットボール

卓球

サッカー

バ ド ミ ン ト ン

※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。

6月12日（日） 

第26回広島県シニアゴルフ選手権決勝大会

6月18日（土）

30日

6月19日（日）

東広島運動公園

Balcom BMW 広島総合グランドスタジアム

県立可部高等学校

30日～7/3 2022年度西日本バレーボール大学男子選手権大会

第69回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会

期　　日 会　　　場

25・26日 第98回天皇杯・第89回皇后杯全日本バスケットボール選手権大会広島県代表決定戦

25・26日 2022年度U-15全国選抜ジュニア選手権大会(中牟田杯)広島県予選大会

第34回全国ママさんバレーボールいそじ大会広島県予選会

25・26日 令和4年度広島県スポーツ少年団軟式野球交流大会

26日

26日

2022年度第36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

25・26日 令和4年度広島県高等学校選手権水泳競技大会（競泳）

第37回中国ママさんバレーボール大会おふくの部広島県予選会

25・26日 令和4年度広島県高等学校体操競技・新体操（男子）選手権大会

 兼 第77回国民体育大会広島県選手選考会体操競技の部（少年男女）

26日

 兼 第77回国民体育大会広島県代表選手選考競技会

 兼 第76回中国五県対抗陸上競技選手権大会広島県予選会

25・26日 天皇賜杯第77回全日本軟式野球大会広島県大会

25・26日 令和4年度広島県高等学校選手権水泳競技大会（水球競技）

 兼 第70回中国高等学校選手権水泳競技大会（水球競技）広島県予選会

 兼 第70回中国高等学校選手権水泳競技大会（競泳）広島県予選会

25・26日 第76回広島県陸上競技選手権大会

広島県立賀茂高等学校

6月 4日（土）

6月11日（土）

※問合せ先　県立呉工業高等学校（得能）：0823-71-2177

こざかなくんスポーツパークびんご

広島市立広島みらい創生高等学校

広島市立広島みらい創生高等学校

広島県立戸手高等学校

広島市立広島みらい創生高等学校

広島県立芦品まなび学園高等学校
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2022/4/6現在

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 岡山県岡山市 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)

季
別

№ 競技名

開　催　期　間
開　　催
市　　町

会　　場8/18
（木）

8/19
（金）

8/20
（土）

8/21
（日）

8/22
（月）

本
大
会

1 水泳
8月６日(土)△○～8月8日(月)○

７月17日(日)△○～7月18日(月・祝)○

2 サッカー 8月11日（木）△　8月12日(金)○～8月14日(日)○

テニス

ボート 7月16日(土)△～7月17日(日)○

ホッケー

ボクシング

バレーボール

8 体操

7月30日(土)△～7月31日(日)○

8月13日(土)△○～8月14日(日)○

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

広島市
7月29日(金)△～7月30日(土)○ 広島県立総合体育館大アリーナ

バスケットボール 8月26日（金）△ 8月27日（土）○～8月28日（日）○

18 ソフトボール

ウエイトリフティング

ハンドボール

ソフトテニス

卓　球

7月16日(土)△ 7月17日（日）○～7月18日(月・祝)○

ライフル射撃

馬　術 7月1日(金)△ 7月2日（土）○～7月3日(日)○

フェンシング 8月１２日（金）△ 8月１３日（土）○～8月１４日（日）○

柔　道

なぎなた 7月16日(土)△～7月17日(日)○

8月27日（土）△○～8月28日（日）○

バドミントン

25 カヌー
5月13日(金)△～5月14日(土)○

7月16日(土)△～7月17日(日)○

弓　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)○

スポーツクライミング

8月27日(土)△○～8月28日(日)○

△監督会議　　　　○試合実施日　　□予備日

剣　道

23
ラグビー
フットボー

ル

7月23日(土)△～7月24日(日)○

銃剣道

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

ボウリング 7月16日(土)△○～7月18日(月・祝)○

ゴルフ 6月22日(水)△ 6月23日（木）○～6月24日(金)○

アイスホッケー 12月10日(土)△○～11日(日)○

アーチェリー

空手道

広島市




