
地区フェスティバル開催状況 

 区  分 期   間 出場者数 開 催 市 町 村 

第１回 

（平成２年度） 

平成２年１０月１７日 

～平成３年３月３１日 

 ３３３団体 

約 3,700 人 

 大竹市，湯来町，沖美町，呉市，吉田町，三

原市 竹原市，沼隈町，三次市（５市４町） 

第２回 

（平成３年度） 

平成３年１１月１０日 

～平成４年３月１４日 

３３３団体 

4,106 人 

 大竹市，佐伯町，江田島町，東広島市，熊野

町，芸北町，戸河内町，尾道市，因島市，三原

市，福山市，庄原市（７市５町） 

第３回 

（平成４年度） 

平成４年６月２８日 

～平成５年３月１４日 

３７２団体 

4,054 人 

 大竹市，吉和村，大柿町，大和町，呉市，向

原町，甲田町，甲山町，三原市，瀬戸田町，福

山市，三次市（５市６町１村） 

第４回 

（平成５年度） 

平成５年６月２８日 

～平成６年３月１３日 

３５５団体 

4,330 人 

 大竹市，湯来町，能美町，東広島市，坂町，

加計町，筒賀村，本郷町，三原市，瀬戸田町，

福山市，庄原市（５市６町１村） 

第５回 

（平成６年度） 

平成６年６月２６日 

～平成７年３月１９日 

３３０団体 

4,107 人 

 大竹市，佐伯町，沖美町，豊栄町，熊野町，

吉田町，美土里町，三原市，尾道市，世羅町，

府中市，三次市（５市７町） 

第６回 

（平成７年度） 

平成７年６月２５日 

～平成８年３月２０日 

３３６団体 

4,387 人 

 大竹市，吉和村，江田島町，黒瀬町，呉市，

千代田町，安浦町，甲山町，世羅町，福山市，

庄原市（４市６町１村） 

第７回 

（平成８年度） 

平成８年６月３０日 

～平成９年３月２３日 

３６４団体 

4,387 人 

 大竹市，湯来町，大柿町，黒瀬町，坂町，豊

平町，高宮町，瀬戸田町，甲山町，御調町，神

辺町，三次市（２市１０町） 

第８回 

（平成９年度） 

平成９年６月２９日 

～平成１０年３月８日 

３７１団体 

4,466 人 

 佐伯町，廿日市市，能美町，大和町，熊野町，

芸北町，八千代町，因島市，三原市，世羅町，

福山市，庄原市（５市７町） 

第９回 

（平成 10 年度） 

平成１０年６月２８日 

～平成１１年３月１４日 

３６６団体 

4,664 人 

 廿日市市，沖美町，吉和村，東広島市，呉市，

戸河内町，甲田町，三原市，瀬戸田町，甲山町，

沼隈町，三次市（５市６町１村） 

第１０回 

（平成 11 年度） 

平成１１年６月２７日 

～平成１２年３月５日 

３７５団体 

4,303 人 

 湯来町，大竹市，江田島町，豊栄町，坂町，

戸河内町，甲田町，因島市，尾道市，瀬戸田町，

神辺町，庄原市（４市８町） 

第１１回 

（平成 12 年度） 

平成１２年７月２日 

～平成１３年３月１１日 

３８９団体 

4,575 人 

 佐伯町，廿日市市，大柿町，東広島市，呉市，

加計町，甲田町，安浦町，因島市，世羅西町，

府中市，三次市（６市６町） 



 

区  分 期   間 出場者数 開 催 市 町 村 

第１２回 

（平成 13 年度） 

平成１３年９月１６日 

～平成１４年３月３日 

３６４団体 

 4,317 人 

 吉和村，大竹市，能美町，東広島市，熊野町，

千代田町，高宮町，竹原市，尾道市，世羅町，

福山市，庄原市（６市５町 1 村） 

第１３回 

（平成 14 年度） 

平成１４年６月２３日 

～平成１５年３月１６日 

３５５団体 

4,150 人 

 沖美町，湯来町，廿日市市，坂町，大朝町，

高宮町，東広島市，大崎町，因島市，甲山町，

沼隈町，三次市（４市８町） 

第１５回 

（平成 16 年度） 

平成１６年８月２２日 

～平成１７年３月６日 

２６６団体 

3,595 人 

 廿日市市，熊野町，安芸高田市，北広島町，

東広島市，尾道市，本郷町，竹原市，府中市，

庄原市（７市３町） 

第１６回 

（平成 17 年度） 

平成１７年１１月２７日 

～平成１８年３月５日 

 ２６１団体 

3,183 人 

 大竹市，呉市，北広島町，安芸高田市，東広

島市，因島市，尾道市，世羅町，福山市，庄原

市（８市２町） 

第１７回 

（平成 18 年度） 

平成１８年８月２７日 

～平成１９年３月４日 

２３５団体 

2,977 人 

廿日市市，江田島市，安芸高田市，安芸太田

町，東広島市，尾道市，三原市，竹原市，神石

高原町，三次市（８市２町） 

第１８回 

（平成 19 年度） 

平成１９年９月３０日 

～平成２０年３月２日 

２９０団体 

3,603 人 

大竹市，坂町，安芸高田市，北広島町，東広

島市，大崎上島町，尾道市，三原市，府中市，

庄原市（７市３町） 

第１９回 

（平成 20 年度） 

平成２０年９月２８日 

～平成２１年３月２２日 

２８１団体 

3,278 人 

廿日市市，府中町，安芸高田市，安芸太田町，

東広島市，尾道市，三原市，世羅町，福山市，

三次市（７市３町） 

第２０回 

（平成 21 年度） 

平成２１年９月２０日 

～平成２２年３月２８日 

２６７団体 

 3,397 人 

大竹市，海田町，安芸高田市，北広島町，東

広島市，尾道市，三原市，大崎上島町，神石

高原町，庄原市（６市４町） 

第２１回 

（平成 22 年度） 

平成２２年９月２３日 

～平成２３年３月１３日 

２６８団体 

2,953 人 

廿日市市，熊野町，安芸高田市，北広島町，

東広島市，尾道市，三原市，福山市，三次市 

（７市２町） 

第２２回 

（平成 23 年度） 

平成２３年９月１１日 

～平成２４年３月１１日 

３１３団体 

  3,715 人 

大竹市，呉市，東広島市，安芸高田市，安芸

太田町，尾道市，三原市，世羅町，府中市，三

次市，庄原市（９市２町） 

第２３回 

（平成 24 年度） 

平成２４年９月２３日 

～平成２５年３月２４日 

２７９団体 

  3,006 人 

廿日市市，江田島市，安芸高田市，安芸太田

町，東広島市，尾道市，三原市，大崎上島町，

福山市，三次市，庄原市（９市２町） 

第２４回 

（平成 25 年度） 

平成２５年９月２３日 

～平成２６年３月２３日 

３４３団体 

  3,556 人 

広島市，大竹市，坂町，安芸高田市，北広島

町，東広島市，尾道市，三原市，竹原市，神

石高原町，三次市，庄原市（９市３町） 



 

 

 

区  分 期   間 出場者数 開 催 市 町 村 

第２５回 

（平成 26 年度） 

平成２６年８月２４日 

～平成２７年３月２２日 

３４３団体 

  3,556 人 

広島市，廿日市市，府中町，安芸高田市，北

広島町，東広島市，三原市，世羅町，大崎上島

町，福山市，三次市，庄原市（８市４町） 

第２６回 

（平成 27 年度） 

平成２７年１１月２９日 

～平成２８年３月２６日 

３２５団体 

  3,405 人 

広島市，廿日市市，海田町，安芸高田市，安

芸太田町，東広島市，竹原市，世羅町，大崎上

島町，府中市，三次市，庄原市（８市４町） 


