
公益財団法人　 広島県スポーツ協会

競　技　名 会　　　場 問合せ先

バスケットボール コジマホールディングス中区スポーツセンター 県バスケットボール協会

082-221-7001

卓球 県立総合体育館　剣道場 県卓球協会

082-228-7020

卓球 県立総合体育館　剣道場 県立総合体育館

082-228-1111

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)

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

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

卓球 呉高等専門学校 呉青山高等学校

諏訪本：0823-32-1721

ヨット 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

山岳・スポーツクライミング クライムセンターCERO・広島国際学高等学校ほか クライムセンターCERO

082-236-8401

バレーボール 6・7日　各地区会場 県立五日市高等学校

13日　マエダハウジング東区スポーツセンター 小笹山：082-923-4181

ソフトテニス (個・男)　竹ケ端運動公園庭球場/福山城公園庭球場 県立総合技術高等学校

(個・女)　県立びんご運動公園テニスコート 梅本：0848-86-4314

(団体戦順位決定)　呉市総合スポーツセンターテニスコート

ハンドボール 6・14日　山陽高等学校 県立廿日市高等学校

13日　呉市総合体育館 西井：0829-32-1125

陸上競技 みよし運動公園陸上競技場 県立西条農業高等学校

大林：082-423-2921

水泳 県立総合体育館 プール 県水泳連盟 

082-836-5400

レスリング 県立賀茂高等学校 県立広島国泰寺高等学校

熊倉：082-241-1537

ウエイトリフティング 府中市Ｂ＆Ｇ艇庫 県立戸手高等学校

松井：0847-52-2002

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)

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

ラグビー Balcom BMW 広島総合グランドラグビースタジアム 県立広島工業高等学校

河野：082-254-1421

5日 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

第19回全国ホープス選抜卓球大会広島県代表選考会

2021年度広島県年齢別ボウリング選手権大会

兼第37回全日本年齢別ボウリング選手権大会予選選考会

兼第59回全日本選手権大会予選選考会前半

7日

3日

7・14日

3日

7日 令和３年度広島県高等学校新人レスリング選手権大会

6・13・14日

6・7日 第67回広島県高等学校新人卓球大会(学校対抗の部)

兼全日本・中国地区高等学校選抜ソフトテニス大会広島県予選

兼広島県高等学校ソフトテニスインドア選手権大会予選

第８回３×３U18日本選手権大会広島県予選会

6・7日 令和３年度広島県高等学校ヨット新人大会

ひろしまスポ協ニュース　　令和３年11月号

期　 日 大　　　会　　　名

6・7・13日 第74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

6日

7日 令和３年度広島県高等学校新人兼秋季ウエイトリフティング大会

 兼第37回中国高等学校選抜レスリング大会予選

6・7日

兼第12回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会広島県選手選考会

2021年度広島県マスターズ秋季水泳大会

6・7・14日 令和３年度広島県高等学校ソフトテニス新人選手権大会

令和３年度第42回広島県高等学校 新人少林寺拳法大会

令和３年度広島県高等学校ハンドボール新人大会

第６回中国高等学校ライフル射撃競技新人大会

7日

兼第37回全国高等学校ウエイトリフティング競技選抜大会広島県予選会

第101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

5～7日 2021年度ジュニアエアガン大会

7日

兼第41回全国高等学校ライフル射撃競技選抜大会中国予選会

兼第33回全国高等学校駅伝競走大会

　　・第35回中国高等学校駅伝競走大会広島県予選会

7日 第74回広島県高等学校総合体育大会(駅伝)

男子　第72回広島県高等学校駅伝競走大会

兼第72回全国高等学校駅伝競走大会

令和３年度広島地区新人大会（登山）

　　・第63回中国高等学校駅伝競走大会広島県予選会

女子　第37回広島県高等学校駅伝競走大会

兼 HIGH.SCHOOL.JAPAN-CUP　シングルス予選大会

　(6・7日　個人）　(14日　団体戦順位決定）

6・7日 2021-22　Ⅴ．ＬＥＡＧＵＥ　 DIVISION2 WOMEN 広島大会

　　（6日　15：00～　大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ ｖｓ 群馬銀行ｸﾞﾘｰﾝｳｲﾝｸﾞｽほか）

　　（7日　14：00～　大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ ｖｓ Ｊ Ａ ぎふﾘｵﾚｰﾅほか）
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公益財団法人　 広島県スポーツ協会

競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　令和３年11月号

期　 日 大　　　会　　　名

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

ホッケー 広島広域公園第二球技場 山陽高等学校

百崎：082-232-9156

ハンドボール コジマホールディングス中区スポーツセンター 県ハンドボール協会

高野：090-9419-2404

ソフトテニス ミツトヨスポーツパーク郷原 広島県小学生ソフトテニス連盟

畠山：090-3743-4686

ボクシング 広陵高等学校 崇徳高等学校

信本：082-237-9331

体操 13・14日　県立総合体育館　小アリーナ 県立因島高等学校

13日(新体操女子)　広島市佐伯区スポーツセンター 濱田：0845-24-1281

空手道 県立総合体育館　剣道場 広島新庄高等学校

川口：0826-82-2323

バドミントン 13・14日(団・男)　福山通運ローズアリーナ 県立呉三津田高等学校

13日(団・女)　三原リージョンプラザ 久田：0823-22-7788 

14日(団・女)　福山通運ローズアリーナ

(個・男)　市立福山高等学校

(個・女)　県立福山葦陽高等学校

相撲 竹原市営相撲場 県立竹原高等学校

江本：0846-22-0745

アーチェリー 呉市二河屋内練習場 県アーチェリー協会

082-559-1081

陸上競技 吉田運動公園 広島陸上競技協会

082-223-3256

バレーボール シシンヨーオークアリーナ（呉市総合体育館） 県バレーボール協会

082-228-0224

卓球 広島市西区スポーツセンター 県卓球協会

082-228-7020

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

剣道 GLOBAL RESORT総合スポーツセンターサンチェリー 崇徳高等学校

広田：082-237-9331

テニス (選抜予選)　県立びんご運動公園テニスコート 県立安古市高等学校

(新人)　竹ヶ端運動公園庭球場 宇都宮：082-879-4511

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

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ート 県テニス協会

082-209-5200

〃 　　　　　　　〃 　　　　〃

陸上競技 東広島運動公園 広島陸上競技協会

082-223-3256

9日 第33回広島県レディースクラブ対抗ソフトテニス大会

第44回全国選抜高校テニス大会中国地区大会

兼第15回中国高等学校新人テニス大会

第70回広島県高等学校柔道新人大会

兼第22回中国高等学校柔道新人大会広島県予選会

兼第24回中国高等学校新人剣道大会予選会

（20日　形）（21日　団・男）（20日　団・女）

12～14日 第53回全国高等学校選抜ホッケー大会中国地区予選

2022年全日本卓球選手権ジュニアの部広島県２次予選

20・21日

14日 令和３年度呉オープンインドアアーチェリー大会

兼第35回中国高等学校空手道選抜大会広島県予選

令和３年度広島県高等学校相撲選抜選手権大会

兼第50回 全国高等学校選抜バドミントン大会広島県予選会

令和３年度広島県高等学校新人バドミントン大会

13・14日

13・14・20・21日

14日

20～23日 2021年度冬季ライフル＆ピストル射撃競技・広島大会

男子第82回/女子第31回中国中学校駅伝競走大会21日

20・21・23・27・28日 第28回広島県ベテランテニス選手権大会

　　（13・14日　団体)　　(20・21日　個人）

兼第73 回全国高等学校相撲新人選手権大会広島県予選会

20日 第９回川村毅杯 小学校駅伝競走大会

13・14日

13・14日 令和３年度広島県高等学校秋季新人ボクシング大会 

20日

20・21日 令和３年度広島県高等学校剣道新人大会(剣道形試合・団体試合・個人試合)

兼第31回全国高等学校剣道選抜大会広島県予選会

令和３年度広島県高等学校体操競技・新体操新人大会

東洋観光カップ第20回中国オープンソフトテニス大会 20・21日

20・21日

20日 2021・第21回広島県大学バレーボール選手権大会

第44回広島県高等学校空手道新人大会

13日 第21回全国小学生ソフトテニス大会広島県予選会

13日 第46回日本ハンドボールリーグ広島大会

　（13:00～　女子　イズミメイプルレッズ 　ｖｓ　ザ・テラスホテルズ　）　　

　（15:30～　男子　湧永製薬 　ｖｓ　北陸電力　）　　

〃 第102回県知事杯広島県テニス選手権大会

2



公益財団法人　 広島県スポーツ協会

競　技　名 会　　　場 問合せ先

ひろしまスポ協ニュース　　令和３年11月号

期　 日 大　　　会　　　名

ドッジボール 千代田運動公園 総合体育館 県ドッジボール協会

原：090-2806-9686

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

082-221-7001

ソフトテニス 県立びんご運動公園 県ソフトテニス連盟

大前：090-9064-5776

バスケットボール コジマホールディングス中区スポーツセンター 県バスケットボール協会

082-221-7001

卓球 IHIアリーナ呉（呉市体育館） 県卓球協会

082-228-7020

剣道 県立総合体育館　武道場 県剣道連盟

082-962-3076

ホッケー 広島広域公園第二球技場 山陽高等学校

百崎：082-232-9156

アーチェリー コジマホールディングス中区スポーツセンター 県アーチェリー協会

082-559-1081

○

○ 第５０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　地

9:15～ 広島サンプラザ

安芸区スポーツセンター

佐伯区スポーツセンター

11/28(日) 10:00～ マエダハウジング東区スポーツセンター

12/12(日) 9:45～ マエダハウジング東区スポーツセンター

28日

第23回U14地区DCバスケットボール交歓会

23日 第30回広島県中学生ジュニアソフトテニス選手権大会

開会式
男子：１～２回戦
女子：１～２回戦

女子：1～２回戦11/21(日)

10:00～ 男子：１～２回戦
女子：１～２回戦

女子：３～４回戦

準々決勝～決勝

28日

2021年度広島県ラージボールリーグ

令和３年度霜月インドアアーチェリー大会

第８回広島杖道大会28日

第４６回広島県民スポーツ大会 … 別紙一覧

試合数

21日 第８回中国ブロック会長杯 小学生ドッジボール選手権

 第７回３×３日本選手権大会広島県予選大会

28日

23日

兼令和３年度中国高等学校選抜ホッケー大会広島県予選会

令和３年度広島県高等学校新人ホッケー選手権大会

27日
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競技名 区分 会場 申込み締切

陸上競技 一般・スポーツ少年団 令和3年 10月3日（日） 庄原市上野総合公園陸上競技場 9/1（水）

柔道 一般・スポーツ少年団 令和3年 10月10日（日） 広島県立総合体育館武道場 中止

一般の部 令和3年 10月24日（日） 広島県立総合体育館武道場 9/22（水）

スポーツ少年団の部 令和3年 11月7日（日） 広島県立総合体育館武道場 9/22（水）

一般の部 令和3年 11月7日（日）
やまみ三原運動公園・
広島市佐伯運動公園

中止

スポーツ少年団の部 令和3年 9月12日（日） 福山市箕沖球場 中止

バスケットボール 一般の部 令和3年 11月3日（水･祝） 広島県立総合体育館小アリーナ 中止

バレーボール 一般の部 令和3年 11月3日（水･祝） 広島県立総合体育館大アリーナ 9/22（水）

一般の部 令和3年 11月14日（日） 広島翔洋テニスコート 10/8（金）

スポーツ少年団の部 令和3年 9月12日（日） 尾道市因島運動公園 中止

バドミントン 一般・スポーツ少年団 令和3年 11月3日（水･祝） 広島市安佐南区スポーツセンター 9/22（水）

一般の部 令和3年 11月21日（日） 大竹市総合体育館 10/8（金）

スポーツ少年団の部 令和3年 11月23日（火･祝） 大和興産安佐北区スポーツセンター 10/8（金）

空手道 スポーツ少年団の部 令和3年 10月31日（日） 大和興産安佐北区スポーツセンター 9/22（水）

ゴルフ 一般の部 令和3年 10月1日（金） 広島ＣＣ八本松コース 9/1（水）

令和3年 11月3日（水･祝） 江田島市（長浜海水浴場・天狗岩）

ソフトテニス

卓球

総合型地域スポーツクラブの部

第４６回広島県民スポーツ大会

競技・期日・会場一覧

開催期日

剣道

ソフトボール


