令和３年度 地区大会（広島県高等学校体育連盟）
広島県高等学校総合体育大会
大会名
広島

競泳

水球
競技
体操
新体操

第69回広島地区高等学校夏季陸上競技選手権大会

８月４日(水)・５日(木)

広島広域公園陸上競技場

第47回広島地区高等学校新人陸上競技選手権大会

９月４日(土)・５日(日)

広島県総合グランド広島スタジアム

第73回呉地区高等学校陸上競技選手権大会

７月24日(土)・25日(日)

ミツトヨスポーツパーク郷原陸上競技場

第63回呉地区高等学校新人陸上競技大会

９月４日(土)

ミツトヨスポーツパーク郷原陸上競技場

びんご運動公園陸上競技場

第７１回尾三地区高等学校夏季陸上競技選手権大会

８月７日(土)・８日(日)

びんご運動公園陸上競技場

第47回尾三地区高等学校新人陸上競技選手権大会

９月４日(土)・５日(日)

びんご運動公園陸上競技場

福山

第74回福山地区高等学校春季陸上競技選手権大会

４月30日(金)・５月１日(土)・３日(日)

びんご運動公園陸上競技場

第69回福山地区高等学校夏季陸上競技選手権大会

８月７日(土)・８日(日)

竹ヶ端運動公園陸上競技場

第47回福山地区高等学校新人陸上競技選手権大会

９月４日(土)・５日(日)

竹ヶ端運動公園陸上競技場

三次

第73回三次地区高等学校春季陸上競技選手権大会

５月１日(土)・２日(日)

みよし運動公園陸上競技場

第59回三次地区高等学校夏季陸上競技選手権大会

８月７日(土)

みよし運動公園陸上競技場

第39回三次地区高等学校新人陸上競技選手権大会

９月４日(土)

みよし運動公園陸上競技場

広島

広島地区高等学校春季水泳競技大会

５月８日(土)

広島県立総合体育館プール

広島地区高等学校選手権水泳競技大会

６月12日(土)・13日(日)

広島市立基町高等学校

広島地区高等学校秋季水泳競技大会

８月28日(土)・29日(日)

広島市立舟入高等学校

呉地区高等学校春季水泳競技大会

４月18日(日)

呉市営温水プール

呉地区高等学校選手権水泳競技大会

６月12日(土)

呉市立呉高等学校

呉地区高等学校秋季水泳競技大会

９月５日(日)

呉市営二河プール

尾三

尾三地区高等学校春季水泳競技大会

５月８日(土)

福山葦陽高等学校

尾三地区高等学校選手権水泳競技大会

６月12日(土)

福山葦陽高等学校

尾三地区高等学校秋季水泳競技大会

８月28日(土)

福山葦陽高等学校

福山

福山地区高等学校春季水泳競技大会

５月８日(土)

福山葦陽高等学校

福山地区高等学校選手権水泳競技大会

６月12日(土)

福山葦陽高等学校

福山地区高等学校秋季水泳競技大会

８月28日(土)

福山葦陽高等学校

三次

三次地区高等学校春季水泳競技大会

５月１日(土)

みよし公園プール

三次地区高等学校選手権水泳競技大会

６月12日(土)

みよし公園プールor三次高等学校

三次地区高等学校秋季水泳競技大会

９月４日(土)

みよし公園プール

広島

広島地区高等学校春季水泳競技大会

４月24日(土)

広島県立総合体育館プール

広島地区高等学校秋季水泳競技大会

８月28日(土)

広島学院高等学校

広島

令和３年度春季広島地区大会

４月25日(日)

沼田高校

令和３年度秋季地区大会

９月５日(日)

沼田高校

尾三

第70回尾三地区総体

４月24日(土)

因島高校

令和３年度尾三地区選手権大会

９月11日(土)

因島高校

令和３年度年度尾三地区新人大会

10月16日（土）

因島高校

広島

令和３年度春季広島地区大会

４月25日(日)

佐伯区スポーツセンター

令和３年度秋季広島地区大会

９月４日（土）

佐伯区スポーツセンター

尾三

第70回尾三地区総体

４月24日(土)

因島高校

令和３年度尾三地区選手権大会

９月11日(土)

因島高校

令和３年度年度尾三地区新人大会

10月16日（土）

因島高校

広島

第74回県総体（登山）広島地区予選大会

４月24日(土)

弥山一帯（廿日市市宮島町）

第74回県総体（登山）呉地区予選大会

４月24日(土)

弥山一帯（廿日市市宮島町）
令和３年度広島・呉・備後地区合同新人大会（登山）

11月６日(土)・７日(日)

クライムセンターＣＥＲＯ・日浦山

実施しない

尾三

５月２日（日）

第74回広島県高等学校総合体育大会広島地区予選

４月24日(土)・25日(日)
５月１日(土)・２日(日)・８日(土)・９日(日)

広島地区高校

第

回中国高等学校選手権大会広島地区予選

第69回広島県高等学校新人大会広島地区予選

10月30日(土)～12月26日(日)
令和４年１月８日(土)・９日(日)

広島地区高校

第74回広島県高等学校総合体育大会呉地区予選

４月24日(土)・25日(日)

広高校･呉三津田高校・呉市体育館

第

回中国高等学校選手権大会呉地区予選

第69回広島県高等学校新人大会呉地区予選

12月11日(土)～19日(日)

呉宮原高校･呉三津田高校･広高校

尾三

第74回広島県高等学校総合体育大会尾三地区予選

４月24日(土)・25日(日)・５月１日(土)

びんご運動公園

第

回中国高等学校選手権大会尾三地区予選

第69回広島県高等学校新人大会尾三地区予選

10月31日(日)～11月14日(日)
12月18日(土)・19日(日)

竹原高校・如水館高校・尾道北高校

福山

第74回広島県高等学校総合体育大会福山地区予選

４月25日(日)・５月１日(土)・２日(日)

福山葦陽高校・福山工業高校・府中東高校

第

回中国高等学校選手権大会福山地区予選

第69回広島県高等学校新人バスケットボール大会福山地区予選

12月19日(日)・25日(土)・26日(日)

神辺旭高校・福山誠之館高校・大門高校

三次

第74回広島県高等学校総合体育大会三次地区予選

５月１日(土)～２日(日)

庄原市総合体育館

第

回中国高等学校選手権大会三次地区予選

第69回広島県高等学校新人大会三次地区予選

12月25日(土)・26日(日)

庄原市総合体育館（予定）

第74回広島県高等学校総合体育大会バレーボール種目広島地区予選会

４月24日(土)・25日(日)
５月１日(土)・２日(日)・８日(土)・９日(日)

男女各高校

実施しない

男子 呉工業高校

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会呉地区予選

４月10日(土)・11日(日)

男子 呉三津田高校

男女各高校

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会尾三地区予選

４月10日(土)・11日(日)

男女各高校

令和３年度広島県高等学校新人バレーボール選手権大会尾三地区予選会 12月18日(土)・19日(日)

男女各高校

福山

第74回広島県高等学校総合体育大会バレーボール種目福山地区予選会

４月24日(土)・25日(日) （調整中）

男女各高校（調整中）

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会福山地区予選

４月10日(土)・11日(日)

男女各高校（調整中）

令和３年度広島県高等学校新人バレーボール選手権大会福山地区予選会 １月８日(土)・９日(日)

男女各高校（調整中）

三次

第74回広島県高等学校総合体育大会バレーボール種目三次地区予選会

４月24日(土)・25日(日)

男女各高校（調整中）

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会三次地区予選

４月11日(日)

男女各高校（調整中）

令和３年度広島県高等学校新人バレーボール選手権大会三次地区予選会 １月８日(土)

男女各高校（調整中）

広島

広島県高等学校総合体育大会広島地区予選会

４月24日(土)・25日(日)・５月１日(土)・２日(日) 広島翔洋テニスコート 中央バレーボール場

広島地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会（個人の部）

8月24日（火）・26日（木）（予定）

広島翔洋テニスコート 中央バレーボール場

広島地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会（団体の部）

９月４日(土)・９月５日(日) （予定）

東広島運動公園テニスコート

呉地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技の部

４月24日(土)・25日(日)

呉市総合スポ-ツセンター

呉地区高等学校ソフトテニス春季選手権大会

４月10日(土)

呉市総合スポ-ツセンター

呉地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会

９月４日(土)・９月５日(日)

呉市総合スポ-ツセンター

尾三

第72回尾三地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技の部

４月24日(土)・25日(日)

びんご運動公園テニスコート

第43回尾三地区高等学校ソフトテニス夏季選手権大会

７月31日(土)・８月１日(日)

びんご運動公園テニスコート

第73回尾三地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会

９月11日（土）・９月12日（日）

びんご運動公園テニスコート

福山

福山地区高等学校総合体育大会

４月24日(土)・25日(日)

竹ケ端運動公園庭球場

福山地区高等学校夏季選手権大会

８月22日(日)

竹ケ端運動公園庭球場

福山地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会

９月11日（土）・９月12日（日）

竹ケ端運動公園庭球場

三次

第73回三次地区高等学校総合体育大会ソフトテニス競技の部

４月24日(土)・25日(日)

みよし運動公園テニスコート

第67回三次地区高等学校ソフトテニス選手権大会

８月７日(土)・８日(日)

みよし運動公園テニスコート

第68回三次地区高等学校ソフトテニス新人選手権大会

９月４日（土）・９月５日（日）

庄原市テニスコート

広島

第74回広島県高等学校総合体育大会テニス競技広島地区予選

４月17日(土)・18日(日)

広島翔洋テニスコート・中央バレーボール場
広島広域公園テニスコート

第62回広島県高等学校テニス選手権大会広島地区予選

12月18日(土)・19日(日)

広島市翔洋テニスコート
広島広域公園テニスコート

第74回広島県高等学校テニス新人大会広島地区予選

８月21日(土)・22日(日)

広島市翔洋テニスコート・中央バレーボール場
広島広域公園テニスコート

４月17日(土)・18日(日)

呉市スポーツセンター（郷原）
呉市営テニスコート（呉）

第62回広島県高等学校テニス選手権大会呉地区予選

12月18日(土)・19日(日)

呉市総合スポーツセンター（郷原）

第74回広島県高等学校テニス新人大会呉地区予選

８月28日(土)・29日(日)

呉市総合スポーツセンター（郷原）

８月28日(土)・29日(日)

竹ヶ端運動公園テニスコート

第74回広島県高等学校総合体育大会テニス競技呉地区予選

・

女子 清水ヶ丘高校

・

女子 市立呉高校

実施せず

令和３年度広島県高等学校新人バレーボール選手権大会呉地区予選会

１月８日(土)・９日(日)

男子 広高校

・

女子 市立呉高校

尾三

実施せず

福山

第74回広島県高等学校総合体育大会テニス競技福山地区予選

三次

実施せず

広島

第74回広島県高等学校総合体育大会広島地区予選

4月17日(土)・18日(日）

広島市安佐北区スポーツセンター

第70回広島県高等学校卓球選手権大会広島地区予選

４月24日(土)・25日(日）

広島市安佐北区スポーツセンター

第67回広島県高等学校新人卓球選手権広島大会地区予選

10月23日(土)・24日(日）・10月30日(土)・31日(日）

広島市安佐北区スポーツセンター・東区スポーツセンター

第74回広島県高等学校総合体育大会呉地区予選

4月17日(土)

呉市警固屋体育館

第70回広島県高等学校卓球選手権大会呉地区予選

４月24日(土)

呉市警固屋体育館

第67回広島県高等学校新人卓球選手権大会呉地区予選

10月23日(土)・30日(土)

呉市警固屋体育館

尾三

第74回広島県高等学校総合体育大会尾三地区予選

4月24日(土)

三原リージョンプラザ

第70回広島県高等学校卓球選手権大会尾三地区予選

４月17日(土)

三原リージョンプラザ

第67回広島県高等学校新人卓球選手権大会尾三地区予選

10月23日(土)・30日(土)

三原リージョンプラザ

福山

第74回広島県高等学校総合体育大会福山地区予選

4月17日(土)・18日(日)

沼隈体育館

第70回広島県高等学校卓球選手権大会福山地区予選

４月24日(土)・25日(日）

エフピコアリーナ（福山市総合体育館）

第67回広島県高等学校新人卓球選手権大会福山地区予選

10月16日(土)・17日(日）・23日(土)・24日(日）

沼隈体育館・府中市立体育館

三次

第74回広島県高等学校総合体育大会三次地区予選

4月24日(土)

庄原格致高校

第70回広島県高等学校卓球選手権大会三次地区予選

４月17日(土)

三次高校

第67回広島県高等学校新人卓球選手権大会三次地区予選

10月16日(土)・23日（土）

庄原格致高校

広島

第74回広島県総合体育大会広島地区予選

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・
５月１日(土)・２日(日)

広島地区高校10校

４月10日(土)・11日(日)

竹ヶ端運動公園テニスコート

第74回広島県総合体育大会呉地区予選

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・
５月１日(土)・２日(日)

ミツトヨ スポーツパーク 郷原 他

第74回広島県総合体育大会尾三地区予選

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・
５月１日(土)・２日(日)

尾三地区高校

福山

第74回広島県総合体育大会福山地区予選

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・
５月１日(土)・２日(日)

福山地区高校

三次

第74回広島県総合体育大会三次地区予選

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)・25日(日)・
５月１日(土)・２日(日)

三次地区高校2校，吉田サッカー公園 他

広島

令和３年度高体連広島地区支部総合体育大会ソフトボール競技大会

４月24日(土)・25日(日)

広島女学院大学

第74回高体連呉地区支部総合体育大会

４月17日(土)

呉市民広場

尾三

令和３年度総合体育大会女子ソフトボール尾三地区大会

４月18日(日)

尾道市御調ソフトボール球場

福山

令和３年度春季福山地区高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会

４月18日(日)

広島県立府中高校

三次

令和３年度高体連三次地区総体ソフトボールの部

４月17日(土)

三次地区の高等学校

広島

令和３年度広島県高等学校総合体育大会広島地区予選会
（兼 第53回県高校バドミントン個人選手権広島地区予選会）

呉

呉

令和３年度呉地区高等学校総合体育大会兼 県高校バドミントン個人選手
権呉地区予選会

実施せず

第62回広島県高等学校テニス選手権大会福山地区予選

12月11日(土)・12日(日)・18日(土)

竹ヶ端運動公園テニスコート

実施せず

尾三

呉

男子：４月24日(土)・25日(日)・５月１日(土)
女子：４月17日(土)・18日(日)・24日(土)

４月24日(土)・25日(日)

第74回広島県高等学校テニス新人大会福山地区予選
実施せず

実施しない

実施しない

実施せず

令和３年度中国高等学校ソフトボール選手権大会福山地区大会

５月29日(土)

広島県立大門高校

実施せず
安佐南区スポーツセンター
高陽高等学校
佐伯区スポーツセンター
安田女子高等学校

令和３年度年度新人大会広島地区予選会

９月18日(土)・19日(日) 予備日25日(土)

女学院大学

令和３年度呉地区高等学校新人大会

女子９月11日(土) 男子12月11日(土)

呉市民広場

令和３年度女子ソフトボール新人大会尾三地区予選

９月18日(土)

尾道市御調ソフトボール球場

令和３年度福山地区秋季総合体育大会ソフトボール競技大会

９月18日(土)

広島県立明王台高校

令和３年度高体連三次地区ソフトボール新人大会

９月11日(土)

三次地区の高等学校

令和３年度広島県高等学校新人バドミントン大会広島地区予選会

９月18日(土)・19日(日)

９月18日 安佐南区スポーツセンター（男子）（未定）
佐伯区スポーツセンター（女子）（未定）
９月19日 ○○高等学校（男子）（未定）
○○高等学校（女子）（未定）

（男子） 4月24日・25日 安佐南区スポーツセンター
5月 1日 高陽高等学校
（女子） 4月17日・18日 佐伯区スポーツセンター
4月24日 安田女子高等学校

令和３年度広島県高等学校総合体育大会広島地区予選会
（兼 第53回県高校バドミントン個人選手権広島地区予選会）

男子：４月24日(土)・25日(日)・５月１日(土)
女子：４月17日(土)・18日(日)・24日(土)

（男子） ４月24日・25日
５月 １日
（女子） ４月17日・18日
4月24日

4月24日・25日
広高等学校（男子）
呉市立呉高等学校（女子）

令和３年度呉地区高等学校総合体育大会兼 県高校バドミントン個人選手
権呉地区予選会

４月24日(土)・25日(日)

４月24日・25日
広高等学校（男子）
呉市立呉高等学校（女子）

令和３年度呉地区新人バドミントン大会兼 県高校バドミントン新人大会呉地 ９月18日(土)・19日(日)
予選会

９月18日・19日
広高等学校（男子）
呉三津田高等学校（女子）

4月10日 長者原スポーツセンター（団体戦予定）

令和３年度 広島県高等学校バドミントン個人選手権大会尾三地区予選会

４月10日(土)・17日(土)・18日(日) （予定）

４月10日
長者原スポーツセンター（団体戦予定）
４月17日・18日 びんご運動公園体育館（個人戦予定）

令和３年度 広島県高等学校体育連盟尾三地区支部新人バドミントン大会
兼 広島県高等学校新人バドミントン大会尾三地区予選会

９月11日(土)・18日(土)・19日(日)

９月11日
尾道高校（団体戦予定）
９月18日・19日 びんご運動公園体育館（個人戦予定）

尾三

令和３年度 広島県高等学校体育連盟尾三地区支部 総合体育大会 バド 4月10日(土) （予定）
ミントン競技

福山

令和３年度春季福山地区高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)

4月17日・18日 府中高等学校（男子）女子は未定
4月24日
大門高等学校（男子）
4月24日
福山商業高等学校（女子）

令和３年度春季福山地区高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

４月17日(土)・18日(日)・24日(土)

４月17日18日 府中高等学校（男子）女子は未定
４月24日
大門高等学校（男子）
４月24日
福山商業高等学校（女子）

令和３年度秋季福山地区高等学校総合体育大会バドミントン競技大会

９月４日(土)・９月５日(日)・11日(土)

９月４日・５日
９月４日・５日
９月11日
９月11日

三次

第74回広島県高等学校総合体育大会
バドミントン競技三次地区予選会

４月24日(土)・25日(日) （予定）

4月24日・25日 吉田高等学校 （予定）

第74回広島県高等学校総合体育大会
バドミントン競技三次地区予選会

４月24日(土) ・ 25日(日) （予定）

４月24日 ・ 25日 吉田高等学校（予定）

令和３年度広島県高等学校
新人バドミントン大会三次地区予選会

９月18日(土)・19日(日) （予定）

９月18日 ・19日 庄原実業高等学校（予定）

広島

第74回広島県高等学校総合体育大会広島地区予選会

４月17日(土)

広島県立総合体育館

第68回中国高等学校柔道選手大会広島地区大会

４月10日(土)

広島県立総合体育館

第70回広島県高等学校柔道新人大会広島地区大会

10月２日(土)

広島県立総合体育館

第74回広島県高等学校総合体育大会呉地区予選会

４月17日(土)

オークアリーナ

第68回中国高等学校柔道選手大会呉地区大会

４月17日(土)

オークアリーナ

第70回広島県高等学校柔道新人大会呉地区大会

10月16日(土)

オークアリーナ

尾三

第74回広島県高等学校総合体育大会尾三地区予選会

４月17日(土)

如水館高校

第68回中国高等学校柔道選手大会尾三地区大会

４月10日(土)

如水館高校

第70回広島県高等学校柔道新人大会尾三地区大会

10月２日(土)

如水館高校

福山

第74回広島県高等学校総合体育大会福山地区予選会

４月17日(土)

未定

第68回中国高等学校柔道選手権大会福山地区大会

広島

令和３年度広島地区春季総合体育大会剣道競技

４月17日(土)

安佐南区スポーツセンター

令和３年度広島地区高等学校新人剣道大会

10月16日(土)or17日(日)

安佐南区スポーツセンターor東区スポーツセンター

令和３年度呉地区高等学校総合体育大会剣道競技

４月17日(土)

呉工業高等専門学校

令和３年度呉地区高等学校秋季剣道大会

10月16日(土)

安浦体育館

尾三

令和３年度尾三地区高等学校総合体育大会剣道競技

４月17日(土)or18日(日)

長者原スポーツセンター

令和３年度尾三地区高等学校新人剣道大会

10月16日(土)or17日(日)

場所未定

福山

令和３年度福山地区春季総合体育大会剣道競技

４月17日(土)

神辺高校（予定）

令和３年度福山地区秋季総合体育大会剣道競技

10月23日(土)

神辺旭高校（予定）

三次

令和３年度三次地区高等学校総合体育大会剣道競技

４月17日(土)

三次高校

令和３年度三次地区高等学校剣道新人大会

10月23日（土）

三次高校

広島

広島地区高等学校弓道大会

４月17日(土)・18日(日)

広島県立総合体育館弓道場

広島地区高等学校弓道選手権大会

１月22日(土)・23日(日)

広島県立総合体育館弓道場

広島地区高等学校弓道新人大会

９月４日(土)・９月５日(日)

広島県立総合体育館弓道場

呉地区高等学校総合体育大会弓道競技

４月17日(土)

呉市営弓道場

呉地区高等学校弓道選手権大会

２月５日(土)

呉市営弓道場

呉地区高等学校弓道新人大会

９月４日(土)

市立呉高校弓道場

尾三

尾三地区高等学校総合体育大会弓道競技

４月17日(土)

三原リージョンプラザ弓道場

尾三地区高等学校弓道選手権大会

２月５日(土)

三原リージョンプラザ

尾三地区高等学校弓道新人大会

９月４日(土)

三原リージョンプラザ

福山

福山地区高等学校総合体育大会弓道競技

４月17日(土)・18日(日)

福山市営弓道場

福山地区高等学校弓道選手権大会

２月５日(土)・６日(日)

福山市営弓道場

福山地区高等学校弓道新人大会

９月４日(土)・９月５日(日)

福山市営弓道場

広島

第68回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会広島地区予選会

５月16日(日) （中心として）

広島市立広島みらい創生高等学校

第51回広島県高等学校定時制通信制部種目別選手権大会広島地区予選会

９月19日(日) （中心として）

広島市立広島みらい創生高等学校

呉

呉

定通部

男女各高校

５月１日(土)・２日(日)

呉

弓道

４月３日(土)・4日(日)・10日(土)・11日(日)

４月24日(土)・25日(日)

呉

剣道

第73回中国高等学校バレーボール選手権大会広島地区予選

令和３年度広島県高等学校新人バレーボール選手権大会広島地区予選会 12月18日(土)・19日(日)・25日(土)・26日(日)・１月８ 男女各高校
日(土)・９日(日)

第74回広島県高等学校総合体育大会バレーボール種目尾三地区予選会

テニス

柔道

令和元年度より大会がなくなりました。
中国高等学校選手権大会には、県総体で勝ち上がった上位３校
が出場します。

第74回広島県高等学校総合体育大会バレーボール種目呉地区予選会

呉

バドミントン

蔵王山

尾三

呉

ソフトボール

実施しない

第74回県総体（登山）備後地区予選大会

広島

サッカー

会場

広島広域公園陸上競技場
ミツトヨスポーツパーク郷原陸上競技場

呉

卓球

期日

５月７日(金)・８日(土)・９日(日)

４月30日(金)・５月１日(土)・２日(日)

広島

ソフトテニス

大会名

第74回広島地区高等学校春季陸上競技選手権大会

三次

バレーボール

会場

４月24日(土)・25日(日)

福山

バスケットボール

広島県高等学校新人大会

期日

第74回尾三地区高等学校春季陸上競技選手権大会

呉
登山

大会名

第74回呉地区高等学校総合体育大会 陸上競技の部

呉
水泳

会場

尾三

呉
陸上競技

広島県高等学校選手権大会

期日

呉

第70回広島県高等学校柔道新人大会福山地区大会

実施しない

第68回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会呉地区予選会

５月16日(日) （中心として）

広島県立呉工業高等学校

第51回広島県高等学校定時制通信制部種目別選手権大会呉地区予選会

９月19日(日) （中心として）

広島県立呉工業高等学校

尾三

第68回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会尾三地区予選会

５月16日(日) （中心として）

広島県立三原高等学校

第51回広島県高等学校定時制通信制部種目別選手権大会尾三地区予選会

９月19日(日) （中心として）

広島県立三原高等学校

福山

第68回広島県高等学校定時制通信制総合体育大会福山地区予選会

５月16日(日) （中心として）

広島県立福山誠之館高等学校

第51回広島県高等学校定時制通信制部種目別選手権大会福山地区予選会

９月19日(日) （中心として）

広島県立福山誠之館高等学校

呉

福山誠之館高等学校（男子）
神辺高等学校（女子）
福山工業高等学校（男子）
大門高等学校（女子）

実施しない

