ひろしま体協ニュース

平成３０年１１月号
公益財団法人 広島県体育協会

期 日
２・３日

大

競 技 名

会

名

会

ライフル射撃 平成３０年度ジュニアエアガン大会

場

つつがライフル射撃場

問合せ先
つつがライフル射撃場
平井：0826-32-2249
(土･日･祝日のみ）

３日

ソフトテニス

第５６回井ノ口杯全国ソフトテニス大会

福山市竹ヶ端運動公園庭球場ほか 福山市ｿﾌﾄﾃﾆｽ連盟

平川：084-967-1817
３日

卓球

平成３０年度全日本卓球選手権大会(一般の部）広島県予選

福山市体育館

県卓球協会
082-228-7020

３・４日

バレーボール ２０１８－１９ Ⅴ．ＬＥＡＧＵＥ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ１ ＭＥＮ 呉大会
（３日 １６：００～ ＪＴサンダーズ ｖｓ 東レアローズ ほか）

呉市総合体育館

県バレーボール協会
082-228-0224

（４日 １５：００～ ＪＴサンダーズ ｖｓ VC長野トライデンツ ほか）
３・４日

ライフル射撃 平成３０年度広島県高等学校ライフル射撃新人大会

つつがライフル射撃場

県立加計高等学校
林：0826-22-0488

３・４・２３日

ハンドボール 第４３回日本ハンドボールリーグ広島大会
（ ３日１５：００～ 広島メイプルレッズ ｖｓ 大阪ラヴィッツ ）
（

３・４日 マエダハウジング東区スポーツセンター

(特)広島女子スポーツクラブ

２３日 湧永満之記念体育館 高原：082-243-2240

４日１５：００～ 広島メイプルレッズ ｖｓ ＨＣ名古屋 ）

（ ２３日１４：００～ 湧永製薬 ｖｓ 琉球コラソン ）
４日

陸上競技

平成３０年度第３０回広島県小学生総合体育大会陸上競技

コカ・コーラボトラーズジャパン広島スタジアム

東広島市立板城西小学校

下田：0823-82-2149
４日

弓道

平成３０年度広島県高等学校弓道新人大会（遠的)

呉市営弓道場

兼 第２６回中国高等学校弓道新人大会広島県予選（遠的）

県立広島工業高等学校

住本：082-254-1421

兼 第３７回全国高等学校弓道選抜大会広島県予選（遠的）
４日

相撲

平成３０年度広島県高等学校相撲新人選手権大会

竹原市営相撲場

兼 第７０回全国高等学校相撲新人選手権大会広島県予選会
４日

レスリング

平成３０年度広島県高等学校新人レスリング大会

江本：0846-22-0745
県立三次高等学校体育館

兼 第３４回中国高等学校選抜レスリング大会広島県予選会
４日

少林寺拳法

平成３０年度第３９回広島県高等学校新人少林寺拳法大会

県立竹原高等学校

県立広島国泰寺高等学校

熊倉：082-241-1537
広島市中区スポーツセンター 広島城北高等学校
中森：082-229-0111

１０日

バレーボール 平成３０年度広島県大学バレーボール選手権大会

広島大学

広島文化学園短期大学

山中：082-239-5171
１０・１１日

ボクシング

平成３０年度広島県高等学校秋季新人ボクシング大会

崇徳高等学校ボクシング場ほか 広陵高等学校

山本：082-848-1321
１０・１１日

バレーボール ２０１８－１９ Ⅴ．ＬＥＡＧＵＥ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ２ ＷＯＭＥＮ 広島大会
（１０日１５：００～ 大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ ｖｓ ブレス浜松 ）

猫田記念体育館

県バレーボール協会
082-228-0224

（１１日１４：００～ 大野石油広島ｵｲﾗｰｽﾞ ｖｓ ＪＡぎふリオレーナ ）
１０･１１日

ソフトテニス

平成３０年度広島県高等学校ソフトテニス新人選手権大会（団体の部）
兼 平成３０年度全国・中国高等学校選抜ソフトテニス大会広島県予選会（団体の部）

１０・１１日

卓球

第６４回広島県高等学校新人卓球大会（学校対抗の部）

県立びんご運動公園

県立総合技術高等学校

梅本：0848-86-4314
県立みよし公園カルチャーセンター 山陽高等学校

山口：082-232-9156
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ひろしま体協ニュース

平成３０年１１月号
公益財団法人 広島県体育協会

期 日
１０・１１日

大

競 技 名

会

名

会

ライフル射撃 第３回中国高等学校ライフル射撃競技新人大会

場

つつがライフル射撃場

兼 平成３０年度第３８回全国高等学校ライフル射撃選抜大会中国ブロック予選会

問合せ先
つつがライフル射撃場
平井：0826-32-2249
(土･日･祝日のみ）

１０・１１日

アーチェリー

平成３０年度広島県高等学校アーチェリー新人大会

土師ダムスポーツランド

県立吉田高等学校
竹田：0826-42-0031

１０・１１日

空手道

第４１回広島県高等学校空手道新人大会

県立総合体育館剣道場

兼 第３２回中国高等学校空手道選抜大会広島県予選
１０・１１・１７日

剣道

平成３０年度広島県高等学校新人剣道大会

10日 県立三次高等学校

崇徳高等学校

兼 第２８回全国高等学校剣道選抜大会広島県予選会

11日 庄原市総合体育館

広田：082-237-9331

兼 第２１回中国高等学校新人剣道大会広島県予選会

17日 県立みよし公園

（ １０日 剣道形の部
１０・１１・１７日

１１日 個人の部

１７日 団体の部 ）

バレーボール 第７１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

１０・１１日 広島地区各高等学校 県立安古市高等学校

１７日 県立総合体育館
１０･１１・

バドミントン

１７・１８日

平成３０年度広島県高等学校バドミントン新人大会
兼 第４７回全国高等学校バドミントン大会広島県予選会
（ １０・１１日 学校対抗の部

１１日

弓道

県立海田高等学校
檜山：082-822-3030

１７・１８日 個人の部 ）

第５４回広島県弓道選手権大会（一般の部）

平木：082-879-4511

（学校対抗） 県立びんご運動公園 県立安芸南高等学校
（個） 男子 市立福山高等学校

久田：082-885-2341

女子 県立福山葦陽高等学校

県立総合体育館弓道場

県弓道連盟
正法地：090-6400-2330

１１日

自転車競技

平成３０年度広島県高等学校新人自転車競技大会（ロードの部）

県立中央森林公園

崇徳高等学校
三﨑：082-237-9331

１１日

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ 平成３０年度広島県高等学校新人ウエイトリフティング選手権大会
兼 平成３０年度広島県高等学校秋季ウエイトリフティング選手権大会

府中市Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫 県立戸手高等学校

松井：0847-52-2002

兼 第３４回全国高等学校選抜ウエイトリフティング大会広島県予選会
１７・１８日

ソフトボール

第２２回中国高等学校ソフトボール新人大会

尾道市御調ソフトボール球場 呉市立呉高等学校
村山：0823-72-5577

１７・１８日

軟式野球

第１５回中国ろうきん杯学童軟式野球選手権大会

広島市民球場（マツダスタジアム）ほか

県軟式野球連盟
082-531-0550

１７・１８日

ハンドボール 平成３０年度広島県高等学校ハンドボール新人大会

広島経済大学石田記念体育館 県立廿日市高等学校

西井：0829-32-1125
１７・１８日

テニス

第１２回中国高等学校テニス新人大会

福山市竹ヶ端運動公園ほか 広島市立広島工業高等学校

兼 第４１回全国選抜高等学校テニス大会中国地区予選大会
１７・２４・２５日

体操

平成３０年度広島県高等学校新体操競技大会
（ １７日 女子

１８日

陸上競技

沢田：082-282-2216
男子 県立総合体育館小アリーナ 県立三原高等学校

２４・２５日 男子 ）

平成３０年度中国中学校《男子第７９回 女子第２８回》駅伝競走大会

女子 広島市佐伯区スポーツセンター

曽根：0848-62-2151

東広島運動公園陸上競技場

中国中学校駅伝競走大会事務局

082-236-2244
１８日

サッカー

第９７回全国高等学校サッカー選手権大会広島県大会決勝大会

広島広域公園

県サッカー協会
082-212-3851

１８日

ソフトテニス

第１８回全国小学生ソフトテニス大会広島県予選会

やまみ三原運動公園

県ソフトテニス連盟
大前：090-9064-5776
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ひろしま体協ニュース

平成３０年１１月号
公益財団法人 広島県体育協会

期 日

競 技 名

１９日

自転車競技

大

会

名

会

もみじサイクルロードレース２０１８（第５戦）

場

県立中央森林公園

問合せ先
県立中央森林公園
梅田：0848-86-9103

２２～２５日

ライフル射撃 平成３０年度冬季AR・APランクリスト競技会

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）

２３日

ソフトテニス

第２４回広島県中学校ジュニアソフトテニス選手権大会

県立びんご運動公園

県ソフトテニス連盟
大前：090-9064-5776

２３日

アーチェリー

平成３０年度霜月インドアアーチェリー大会

広島市中区スポーツセンター 県アーチェリー協会
佐野：082-559-1081

２３～２５日

ハンドボール 第６３回男子・第４５回女子中国一般ハンドボール選手権大会

呉市総合体育館

県ハンドボール協会
高野：090-9419-2404

２３～２５日

テニス

第２５回広島県ベテランテニス選手権大会

広島広域公園テニスコート

県テニス協会
082-209-5200

２４・２５日

剣道

第５回広島杖道大会

広島県立総合体育館

県剣道連盟
082-962-3076

２４・２５日

体操

平成３０年度広島県高等学校体操競技新人大会

県立総合体育館小アリーナ

県立三原高等学校
曽根：0848-62-2151

２５日

柔道

第４２回西日本少年柔道大会

廿日市市スポーツセンター

県柔道連盟
082-222-6446

２５日

ホッケー

平成３０年度広島県高等学校ホッケー新人大会

広島広域公園

兼 平成３０年度中国高等学校選抜ホッケー大会広島県予選会
２５日

自転車競技

平成３０年度広島県高等学校新人自転車競技大会（トラックの部）

山陽高等学校
百崎：082-232-9156

広島競輪場

崇徳高等学校
三﨑：082-237-9331

２５日

ボート

第２６回オータムレガッタ

太田川放水路

県ボート協会
山内：080-3890-3908

２７・２８日

卓球

西日本レディース卓球フェスタ２０１８・広島大会

広島県立総合体育館

県卓球協会
082-228-7020

○ 第４３回広島県民体育大会 … 別紙一覧
○ 第４７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）
試合数

期 日

時 間

１８日

９:００～

開会式
１回戦～４回戦

１２月２日

９:３０～

準々決勝戦～決勝戦

会 場 地
広島サンプラザ
広島市中区スポーツセンター
マエダハウジング東区スポーツセンター
マエダハウジング東区スポーツセンター
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第４３回広島県民体育大会
競 技 ・ 期 日 ・ 会 場
競技名

区分

開催期日

会場

陸上競技

一般・スポーツ少年団

平成30年 10月7日（日） 庄原市上野総合公園陸上競技場

柔道

一般・スポーツ少年団

平成30年 10月14日（日） 県立総合体育館武道場

一般の部

平成30年 11月4日（日） 県立総合体育館武道場

剣道

ソフトボール

スポーツ少年団の部 平成30年 11月18日（日）

一般の部

平成30年 11月18日（日） 広島市佐伯運動公園・呉市民広場

スポーツ少年団の部 平成30年 9月23日（日）
バスケットボール

一般の部

バレーボール 一般の部
ソフトテニス

一般の部

県立総合体育館武道場

尾道市御調ソフトボール球場

平成30年 10月28日（日） 県立総合体育館小アリーナ
平成30年 11月4日（日）

広島市安芸区スポーツセンター・
広島市安佐北区スポーツセンター

平成30年 11月18日（日） 広島翔洋テニスコート

スポーツ少年団の部 平成30年

9月9日（日） 尾道市因島運動公園

バドミントン 一般・スポーツ少年団 平成30年 11月11日（日） 広島市安芸区スポーツセンター

卓球

一般の部

平成30年 11月18日（日） 大竹市総合体育館

スポーツ少年団の部 平成30年 11月10日（土）

広島市安佐北区スポーツセンター

空手道

スポーツ少年団の部 平成30年 11月3日（土祝）

広島市安佐北区スポーツセンター

ゴルフ

一般の部

平成30年 9月28日（金） 安芸カントリークラブ

総合型地域スポーツクラブの部 平成30年 6月10日（日） 千代田運動公園芝生広場

