２０１６年度（平成２８年度） 主要行事日程（案）
日 本 水 泳 連 盟

月
期日
4

4(月)～ 10(日)

九 州 水 泳 連 盟

競技大会名

会場

第92日本選手権水泳競技大会(競泳) 東京辰巳国際

期日

競技大会名/研修会/合宿

16(土)～ 17(日) 水球競技役員・審判講習会

福 岡 水 泳 連 盟
会場

宮崎県

29(金)～5/1(月) 第92日本選手権水泳競技大会(ｼﾝｸﾛ) 東京辰巳国際
5

6

7

8

9

20(金)～22(日)

3(金)～5(日)

ジャパンオープン2016(競泳)

日本室内選手権大会(飛込)

東京辰巳国際

東京辰巳国際

期日

競技大会名/研修会

会場

16(土)

理事会・評議員会

福岡県立(会議室)

29(金)

第123回福岡県ＳＣ水泳大会

福岡市西市民

8(日)

第2回九州学生春季短水路公認記録会 佐賀県総合運動場 3(火)～5(木)

15(日)

競泳競技役員講習会

宮崎県

28(土)～29(日)

第48回西日本年令別選手権

熊本・ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 14(土)～15 (日) 第38回春季高校選抜（水球）
14(土)～15(日)

第38回春季高校選抜（競泳）

福岡市西市民

11(土)～12(日)

第67回末弘杯高校水泳(水球)

福岡県立総合 11(土)～12(日)

末弘杯高校水泳(水球･飛込)

福岡県立総合

11(土)～12(日)

第18回末弘杯高校水泳(飛込)

福岡県立総合 11(土)～12(日)

福岡県高校選手権（競泳）

福岡市西市民

11(土)

飛込審判員研修会

福岡県立総合 18(土)～19(日)

福岡県高校選手権（水球・飛込）

福岡県立総合

18(土)～19(日)

第63回九州地区国公立大学選手権 佐賀県総合運動場 18(土)～19(日)

8(日)

県水連強化選手高2.3合宿(競泳) 熊本ｱｾﾞﾘｱ予定
日本ﾏｽﾀｰｽﾞ短水路・福岡大会

福岡市西市民
福岡工業高校

県水連強化選手高1-中学生合宿(競泳) 山口ｷﾗﾗ予定

25(土)～26(日)

県水連強化選手高2-中学生合宿(競泳) 筑豊 緑地予定

26(日)

第10回福岡県学童通信水泳大会 各地区

25(土)

チャレンジカップ（ｼﾝｸﾛ）

福岡市西市民

2(土)

日・中大学対抗水泳競技大会

東京辰巳国際

9(土)～10(日)

第76回九州学生選手権

大分別府青山 2(土)～3(日)

福岡県選手権兼国体福岡県予選会 福岡県立総合

3(日)

早･慶大学対抗水上競技大会

東京辰巳国際

９(土)～10(日)

第54回九州高校選手権(水球)

大分商業高校 2(土)～3(日)

全国Ｊｏｃｶｯﾌﾟ夏季・福岡県予選会 福岡県立総合

14(木)～ 18(月)

第33回日本マスターズ水泳選手権（競泳）

千葉国際

10(日)

インカレ予選・水球

大分商業高校 28(木)～29(金)

福岡県中学水泳大会

16(土)～18(月)

第64回九州高校選手権(競泳)

大分別府青山

16(土)

ｼﾝｸﾛ審判研修会

福岡県立総合

17(日)～18(月)

第45回九州高校選手権(飛込)

熊本･ｱｸｱﾄﾞｰﾑ

16(土)～18(月)

九州ブロック･JO夏季予選(飛込)

熊本･ｱｸｱﾄﾞｰﾑ

16(土)～17(日)

九州ブロック国体(ｼﾝｸﾛ)

福岡県立総合

福岡市西市民

3(水)～6(土)

日本シンクロチャレンジカップ2016 東京辰巳国際

16(土)～17(日)

九州ﾌﾞﾛｯｸJO夏季予選(シンクロ)

福岡県立総合 21(日)

福岡県民体育大会夏季大会

筑豊 緑地

6(土)～7(日)

第67回日本実業団水泳競技大会 高知・くろしお

23(土)～24(日)

九州ブロック国体予選(水球)

大分商業高校 27(金)～31(火)

国体合宿(競泳)

福岡県立総合予定

11(木)～12(金)

第63回全国国公立大学選手権

京都･京都ｱﾘｰﾅ 30(土)～31(日)

九州ブロック・ＪＯ夏季予選水球

佐賀東高校

17(水)～20(土)

第84回日本高校水泳(競泳・飛込)

広島・(総合室内・福山市)

5(金)～7(日)

第44回九州中学校水泳競技大会

佐賀県総合運動場

17(水)～20(土)

第84回日本高校水泳(水球)

岡山・倉敷市屋内

27(土)～28(日)

ＳＣ協夏季・長水路

佐賀県総合運動場

17(水)～19(金)

第56回全国中学校水泳競技大会(競泳) 新潟・ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ

17(水)～19(金)

第56回全国中学校水泳競技大会(飛込) 新潟・ﾀﾞｲｴｰﾌﾟﾛﾋﾞｽ

20(土)～21(日)

第61回日本泳法大会

22(月)～26(金)

第39回全国ｼﾞｭﾆｱ(競泳)

東京辰巳国際

22(月)～25(木)

第39回全国ｼﾞｭﾆｱ(飛込)

大阪/大阪プール

22(月)～26(金)

第39回全国ｼﾞｭﾆｱ(水球)

大阪/門真プール

22(月)～25(木)

第39回全国ｼﾞｭﾆｱ(ｼﾝｸﾛ)

三重･鈴鹿屋内

2(金)～4(日)

第92回日本学生選手権(競泳)

東京辰巳国際

11(日)

第6回めじろんカップ(ｼﾝｸﾛ)

大分・別府市営青山

3(土)

福岡県中学新人水泳競技

福岡県立総合

2(金)～4(日)

第92回日本学生選手権(水球)

神奈川･相模原 24(土)～25(日)

九州高校水球新人

熊本高校

3(土)～ 4(日)

国体合宿(競泳)

山口ｷﾗﾗ予定

3(土)～4(日)

第92回日本学生選手権(飛込)

広島・福山市

24(土)～25(日)

第48回九州ジュニア水泳競技大会 長崎市民総合 3(土)～4(日)

福岡県高校新人（競泳）

福岡市西市民

4(日)

第71回国民体育大会(シンクロ)

岩手･盛岡

25(日)

第8回めじろん カップ(飛込)

18 (日)

福岡県高校新人（飛込）

福岡県立総合

5(月)～7(水)

第71回国民体育大会(水球)

岩手･盛岡

17(土)～18(日)

福岡県高校新人（水球）

福岡工業高校

6(火)

第71回国民体育大会(ｵｰﾌﾟﾝｳｵｰﾀｰ) 岩手･盛岡

大阪/門真プール

10/1(土)～2(日) 第78回末弘杯高校(競泳)

福岡市西市民

ｱｸｼｵﾝ福岡

9(金)～11(日)

第71回国民体育大会(競泳･飛込み) 岩手･盛岡

10/15(土)

16(金)～18(日)

第92日本選手権水泳競技大会(飛込) 東京辰巳国際

10/22(土)〜23(日) 桃太郎ｶｯﾌﾟ九州地区予選（水球･男子）

鹿児島南高校

18(日)

第92日本選手権水泳競技大会(ｵｰﾌﾟﾝｳｵｰﾀ-) 東京お台場海浜公園

11/5(土)

大分商業高校

17(土)

第92回日本学生選手権ｼﾝｸﾛ競技(ﾏﾒｰﾄﾞｶｯﾌﾟ)

神奈川･横浜国際 11/6(日)

ＫＺｶｯﾌﾟ(Ｕ-17)予選会（水球･女子） 大分商業高校 10/1(土)～2(日) 第78回末弘杯・高校新人(競泳)

17(土)～18(日)

日本スポーツマスターズ2016

秋田･秋田県立 12/11(日)

第22回冬季短水路公認記録会

10 7(金)～9(日)

第92日本選手権水泳競技大会(水球) 東京辰巳国際

(日水連主催) ｺｰﾁ研修会福岡会場

大分・別府市営青山

桃太郎ｶｯﾌﾟ九州地区予選（水球･女子）

12/22(木)ｰ27(火) 九州ﾌﾞﾛｯｸ･ｼﾞｭﾆｱ合宿(競泳)

福岡市西市民 10/15（土)

鹿児島

福岡市西市民

(日水連主催) ｺｰﾁ研修会福岡会場 アクシオン福岡

11/2(水)～3(木) 基礎水泳指導員養成講習会・検定 福岡県立総合

～
12/24(土)～27(火) 第9回全日本ユース水球競技選手権大会

11/6(日)

岡山・倉敷市屋内 他

1

第124回福岡県ＳＣ水泳大会

福岡市西市民

11/10(木)～12(土) 基礎水泳指導員養成講習会・検定 福岡県立総合

12
1/21(土)

13～15歳ｿﾛ･ﾁﾞｭｴｯﾄ大会

東京辰巳国際

1/7(土)～8(日)

ＫＺｶｯﾌﾟ(Ｕ-17)予選会（水球･男子） 鹿児島南高校 11/11(金)～13(日) 第28回日本障がい者水泳選手権大会 福岡市西市民

1/22(日)

ｼﾝｸﾛ ﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ2017

東京辰巳国際

1/8(日)

第43回新年フェスティバル(SC協)

2/4(土)～5(日)

飛込国際大会派遣選手選考会

13～15才ｿﾛ･ﾃﾞﾞｭｴｯﾄ(ｼﾝｸﾛ)

福岡市西市民

大分商業高校 12/11(日)

第22回冬季短水路公認記録会

福岡市西市民

福岡市西市民 12/23(金)

2016年度ｵｰﾛﾗｶｯﾌﾟ(ｼﾝｸﾛ)

福岡市西市民

福岡市西/佐賀/鹿児島

12/3(土)

～
3

東京辰巳国際

1/21(土)～22(日) 春季JO九州ブロック大会(水球)A･C区分

3/17(金)～20(月) 第3回全日本ｼﾞｭﾆｱ(水球)

新潟･柏崎

2/4(土)～5(日)

3/18(土)～19(日) 第65回日本泳法研究会

東京

2/11(土)～12(日) 九州地区指導者研修会

3/25(土)～26(日) 第39回全国ｼﾞｭﾆｱ春季(飛込)

東京辰巳国際

3/26(日)～30(木) 第39回全国ｼﾞｭﾆｱ春季(水球)

千葉・国際総合 3/5(日)

3/27(月)～30(木) 第39回全国ｼﾞｭﾆｱ春季(競泳)

東京辰巳国際

第37回九州カップ水泳競技大会

ｱｸｼｵﾝ福岡
1/8(日)

第43回新年フェスティバル(SC協) 福岡市西市民

第23回九州学生短水路公認記録会 福岡市西市民 1/21(土)～22(日) 全国Ｊｏｃｶｯﾌﾟ春季・福岡県予選会 福岡市西市民

3/30(木)～31(金) ＳＣ協春季･短水路

鴨池公園

2/4(土)～5(日)

第37回九州カップ水泳競技大会

2/11(土)～12(日) 九州地区指導者研修会

福岡市西市民

ｱｸｼｵﾝ福岡

福岡県水泳連盟

