
競　技　名 会　　　場 問合せ先

グラウンド・ゴルフ 広島広域公園第一球技場 県グラウンド・ゴルフ協会

082-225-8361

水泳 ひろしんビッグウェーブ 県水泳連盟

（広島市総合屋内プール） 082-836-5400

セーリング 広島観音マリーナ 県セーリング連盟

082-296-7725

テニス 広島広域公園テニスコート 県テニス協会

082-209-5200

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

ボウリング 松永ベイボウル 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

バドミントン 大和興産安佐北区スポーツセンターほか 県バドミントン協会

082-275-6878

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）

水泳 ひろしんビッグウェーブ 県水泳連盟

（広島市総合屋内プール） 082-836-5400

卓球 こざかなくんスポーツパークびんご 県卓球協会

チャレンジこざかなくんアリーナ 082-228-7020

卓球 こざかなくんスポーツパークびんご 県卓球協会

チャレンジこざかなくんアリーナ 082-228-7020

卓球 2022年全日本卓球選手権大会（カデットの部）広島県予選会 県立総合体育館 県卓球協会

082-228-7020

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

（月・火・木・金　12：00～18：00）

軟式野球 Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島 県軟式野球連盟

082-531-0550

バレーボール コジマホールディングス中区スポーツセンターほか 県バレーボール協会

082-228-0224

ソフトテニス やまみ三原運動公園 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

公益財団法人　広島県スポーツ協会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和４年８月号

期　 日 大　　　会　　　名

7日 第57回藤井杯争奪県ソフトテニス大会

7日 第5回広島県バウンドテニスジュニア選手権大会

 兼 第49回中国四国地区社会人ボウリング選手権大会予選選考会

6・7・11日 第97回全日本テニス選手権大会広島県予選会

第33回ヤッサ祭協賛上野杯近県ソフトテニス大会14日

10・11日 令和4年度広島県夏季ライフル射撃競技選手権大会

第46回全関西ミニバスケットボール交歓大会12～14日

11日 令和4年度第34回広島県小学生総合体育大会水泳競技の部

 兼 第47回中国四国地区実業団ボウリング選手権大会予選選考会

9・10日 第41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）

7日 2022年度社会人・実業団３人チーム戦ボウリング選手権大会

2日 2022第1回グラウンド・ゴルフサンフレッチェ広島杯

6・7日 2022年全日本チームレース選手権大会

6・7日 2022年度第58回広島県学童選手権水泳競技大会

11日

11日 第56回全日本社会人卓球選手権大会広島県予選会

第36回小学生バレーボール中国大会

11日 2022年全日本卓球選手権大会マスターズの部広島県予選会

13・14日 第19回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会

13・14日
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競　技　名 会　　　場 問合せ先

公益財団法人　広島県スポーツ協会

ひろしまスポ協ニュース　　　令和４年８月号

期　 日 大　　　会　　　名

テニス みよし運動公園テニスコート 県テニス協会

082-209-5200

陸上競技 道後山高原クロカンパーク 大会事務局

0824-73-1188

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

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

ゴルフ 広島東映カントリークラブ 県ゴルフ協会

082-555-8231

卓球 県立総合体育館剣道場 県立総合体育館

082-228-1111

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

ソフトボール 竹原バンブージョイハイランド 県ソフトボール協会

天田：0823-23-3546

バスケットボール 佐伯総合スポーツ公園ほか 県バスケットボール協会

082-221-7001

（月・火・木・金　12：00～18：00）

ボウリング 広電ボウル 県ボウリング連盟

0823-36-6566

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

ゴルフ 東広島ＣＣ北コース 県ゴルフ協会

082-555-8231

○ 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

○

競 技 名 会　　　　　　　場

新体操 大和興産安佐北区スポーツセンター

水泳 ひろしんビッグウェーブ（広島市総合屋内プール）

体操競技 県立総合体育館小アリーナ

剣道 マエダハウジング東区スポーツセンター

※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。

 兼 令和4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

※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

26日 令和4年度ウルトラシニアカップ親善交流大会～ラージボール卓球大会～

15日 第77回国民体育大会テニス競技広島県最終予選（少年の部）

令和4年度第34回広島県小学生総合体育大会ソフトテニス競技の部

27・28日 第72回広島県高等学校対抗陸上競技選手権大会

第65回三次市近県オープンソフトテニス大会

20日

20日 第23回ひろしまクロスカントリー大会

28日 2022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

27・28日 令和4年度広島県高等学校ソフトボール秋季選手権大会（女子）

21日

23・24日

令和4年度中国中学校選手権大会

期　　日

8月3～5日

8月7、8日

8月8、9日

8月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

27・28・ 令和4年度第34回広島県小学生総合体育大会ミニバスケットボール競技の部

※全大会無観客で開催（一般の観客は入場できません。）　　　　　　　　　

 兼 第５回広島県中学生クロスカントリーチームレース

31日 第20回中国アンダーハンディキャップゴルフ競技広島県予選

29～9/4 第76回ドリームオンライン中国テニス選手権大会

9/10・11

 兼 第13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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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


