(公財)日 本 水 泳 連 盟

月
期日
4

競技大会名

1(水)～8(水) 第96日本選手権水泳競技大会(競泳)

九 州 水 泳 連 盟
会場

東京アクアティックセンター

5

8(金)～10(日) 第96日本選手権水泳競技大会(ＡＳ) 門真

期日

競技大会名/研修会/合宿

18（土） 水球競技役員・審判講習会

(一社)福 岡 県 水 泳 連 盟
会場
那覇商業高校

10（日） 競泳競技役員講習会

鹿児島県（中止）

10（日） 第6回九州学生春季短水路公認記録会

佐賀・総合運動場（中止）

23（土）・24（日) 第５２回西日本年齢別選手権

熊本・アクアドーム（中止）

期日

競技大会名/研修会

29（日） 第130回福岡県ＳＣ水泳大会
１０（土）１１（日） 第４２回春季高校選抜（水球）
１６（土）・１７（日） 第42回春季高校選抜（競泳）
30（土）・31（日） オープンウォーター最終選考会

会場
県立プール（中止）

福岡工業（中止）
県立総合（中止）

百道浜（中止）

30（土）・31（日） 県水連強化選手中３・.高１合宿(競泳) 桃園（中止）

6

4（木）～７（日） ジャパンオープン（競泳）
14(日) オーシャンズカップ（ＯＷＳ）
25(木)～28(日) チャレンジカップ（ＡＳ）

14(日） 第2回九州学生夏季公認記録会

長崎県（中止）

13（土）・14（日） 末弘杯高校水泳(水球）

福岡工業（中止）

館山

13（土）・14（日） 第71回末弘杯高校水泳(水球)

福岡工業（中止）

13（土）・14（日） 末弘杯高校水泳(飛込)

県立総合（中止）

鈴鹿

13（土）・14（日） 第22回末弘杯高校水泳(飛込)

福岡県立総合（中止）

13（土）・14（日） 福岡県高校選手権（競泳）

県立総合（中止）

横浜国際（中止）

13（土） 飛込審判員研修会
28(日) 日本水泳連盟定時評議委員会

福岡県立総合（中止）

東京（中止）

20(土)・21(日) 福岡県高校選手権（水球・飛込）
21（土）・22（日） 県水連強化選手高1・高2合宿(競泳)
5/23(土） チャレンジカップ（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ）
28(日) 第14回福岡県学童通信水泳大会

7

4(土)・5(日） 第58回九州高校選手権(水球)
11（土）・12（日）

8

大 分 ・別 府 市 営 青 山 （中 止 ）

大 分 ・別 府 市 営 青 山 （中 止 ）

17(月)～20(木) 第88日本高校水泳(水球)

小山（中止）

11(土)・12(日） 九州ブロック国体（ＡＳ）

17(月)～19(水)

名古屋（中止）

11(土)・12(日） 九州ブロック・ＪＯ夏季予選（ＡＳ）

アーティスティック審判研修会

27(月)・28(火) 福岡県中学水泳大会

沖縄（中止）
沖縄（中止）

11（土）～13（月） 九州ブロック国体(水球）

沖縄・奥武山（中止）

22(土)～26(水) 第43回全国JOC夏季（競泳）

門真（中止）

25（土）・26（日） 九州ブロック・ＪＯ夏季予選（水球）

沖縄・奥武山（中止）

22(土)～25(火) 第43回全国JOC夏季(飛込)

大阪（中止）

8/3(月)～5(水) 第48回九州中学校水泳競技大会

福岡県立総合（中止）

22(土)～26(水) 第43回全国JOC夏季（水球）

京都（中止）

22(土)～25(火) 第43回全国JOC夏季(ＡＳ)

広島（中止）

29(土)・30(日) 福岡県高校新人（競泳）

22(土)～23(日) 第64回日本泳法大会

神戸（中止）

29（土）・30（日） 九州ＳＣ協夏季・長水路

5(土)～6(日) 日本スポーツマスターズ2020

松山

29（土）・30（日） 九州ＳＣ協夏季・長水路

9/19（土）

日本水泳連盟有功章表彰式・加盟団体懇親会

福岡県立総合（中止）

（中止）

神戸（中止）

12(土) 第75回国民体育大会(ＡＳ)

福岡・桃園（中止）

鹿児島県

8/3（月）～５（水） 九州中学水泳大会

福岡県民体育大会(夏季）

5（土） 福岡県中学新人水泳競技

福岡県立総合（中止）

（中止）
福岡県立総合プール

北九州・桃園
福岡県立総合ﾌﾟｰﾙ

鹿児島（中止）

26（土）～27（日） 九州高校水球新人

熊本高校（中止）

9/1(火)～3（木） 国体合宿（競泳）

北 九 州 ・桃 園 ・県 立 （中 止 ）

13(日)～16(水) 第75回国民体育大会(男子水球)

鹿児島（中止）

26（土）～27（日） 第５２回九州ジュニア水泳競技大会 福岡県立（中止）

8(火)～13(日) 国体合宿（競泳）

北 九 州 ・桃 園 ・県 立 （中 止 ）

14(月)～16(水) 第75回国民体育大会(女子水球)

鹿児島（中止）

14(月) 第75回国民体育大会(ＯＷＳ）

13（日） 九州マスターズ水泳大会

北九州・桃園（中止）

福岡工業

屋久島（中止）

19（土）・20（日） 福岡県高校新人（水球）

14(月)～16(水) 第75回国民体育大会(飛込)

鹿児島（中止）

26（土）・27（日） 第５２回九州ジュニア水泳競技大会 福岡県立（中止）

18(金)～20(日) 第75回国民体育大会(競泳)

鹿児島（中止）

19(土)

第96回日本学生選手権アーティスティック競技

18(金)～2２(火)

第37回日本マスターズ水泳選手権大会

25(金)～27(日) 第96日本選手権水泳競技大会(飛込)
１０/１１（日）

第96日本選手権水泳競技大会(ｵｰﾌﾟﾝｳｵｰﾀ-)

横浜国際
石川・金沢プール
横浜・相模原市立総合水泳場

館山

2(金)～4(日) 第96回日本学生選手権(競泳)

辰巳国際

10/10（土）・11（日）

第82回末弘杯高校（競泳）

長崎県（中止）

2(金)～4(日) 第96回日本学生選手権(水球)

相模原

10/10（土）・11（日）

九州ブロック・水球委員会

福岡県

3(土)～4(日) 第96回日本学生選手権(飛込)

大阪

日本水泳連盟主催・コーチ研修会福岡会場

福岡県（中止）

10/11(日) 日本選手権(ＯＷＳ)
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4(土)・5(日) 全国Ｊｏｃｶｯﾌﾟ夏季・福岡県予選会 県立総合（中止）

11（土）・12（日） 九州ブロック・ＪＯ夏季予選（飛込）

ひたちなか（中止）

第60回全国中学校水泳競技大会(競泳・飛込)

4(土)・5(日) 福岡県選手権兼国体福岡県予選会 県立総合（中止）

11（土）・12（日） 第49回九州高校選手権（飛込）

17(月)～20(木) 第88回日本高校水泳(競泳・飛込）

福 岡 県 立 /桃 園 （中 止 ）

鹿児島県（中止）

沖縄県（中止）

横浜国際

桃園（中止）
県立総合（中止）

佐賀商業高校（中止）

11（土）～13（月） 第68回競泳九州高校選手権

14(金)～15(土) 第67回全国国公立大学選手権

8/22(土)～23(日) 日本泳法大会

9

第 80回 九 州 学 生 選 手 権 兼 第 ６４回 九 州 地 区 国 公 立 大 学 選 手 権

県立総合（中止）

10/17(土)～18(日) 第62回日本選手権(25m)水泳競技大会

10/17（土）

17（土）予定 (日水連主催) ｺｰﾁ研修会福岡会場
11/1（日） 第131回福岡県ＳＣ水泳大会

TKPｶﾞｰ ﾃﾞﾝｼﾃｨ博 多 （中 止 ）

福岡県立総合プール

11/5(木)・6(金) 基礎水泳指導員養成講習会・検定

福岡県立総合（中止）

館山

10/24（土）・25（日） 桃太郎カップ九州地区予選(水球男子）

鹿児島南高校 11/12(木)・13(金) 基礎水泳指導員養成講習会・検定

福岡県立総合（中止）

辰巳国際

11/7（土）・8（日）

大分商業高校

11/23(金） 2020年度ｵｰﾛﾗｶｯﾌﾟ(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

未定

11月7日（土） 日本水泳連盟主催地域会議

長崎県

11/23(金） 13～15才ｿﾛ･テﾞｭｴｯﾄ(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

未定

11月7日（土） 第１回九州水泳連盟理事会

長崎県

11/２２(日) 資格継続義務研修会

アクシオン福岡（中止）

第96日本選手権水泳競技大会(水球) 辰巳国際

11/7(土)～8(日)

第3回日本社会人選手権水泳競技大会

和歌山

第13回全日本ユース(u15)水球競技選手権大会

倉敷・児島

～

10/30(金)～11/1（日）

桃太郎カ ップ九州地区予選(水球女子） KZカ ップ（Ｕー17）予選会(水球女子）

12 12/24（）～27（）
1

1/23(土) 13～15歳ｿﾛ･デュｴｯﾄ大会

横浜国際

1/24(日) ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸナショナルトライアル2020 横浜国際

１２/２０（日） 第26回冬季短水路公認記録会
１２/２２（火）～２７８日）

九州ブロック・ジュニア合宿（競泳）

1/9（土）・10（日） ＫＺｶｯﾌﾟ(Ｕ-17)予選会（水球･男子）

1/10（日） 第47回新年フェスティバル(SC協)

鹿児島県

12/22(火)～27(日) 福岡県強化指定選手合宿予定（競泳)

北九州・桃園

福岡県（桃園）
鹿児島南高校

1/10（日） 第47回新年フェスティバル(SC協)

福岡県立総合プール

1/16（土・17（日） 全国Ｊｏｃｶｯﾌﾟ春季・福岡県予選会

うきはアリーナ（予定）

大分商業高校

３/７（日） 第27回九州学生短水路公認記録会

福岡県立総合プール

2/6（土）・7（日） 第41回九州カップ水泳競技大会

鹿児島

3/28(日） 日本選手権予選（ＡS）

未定

～

福岡/佐賀/鹿児島

１/23（土）・24（日） 春季JO九州ブロック大会(水球)A･C区分

3/20(土)～21(日) 第69回日本泳法研究会

3

3/18(木)～21(日) 第7回全日本ｼﾞｭﾆｱ(u17水球)

柏崎

3/25(木)～26(金) 第43回全国JOC春季(飛込)

辰巳国際

３/７（日） 第27回九州学生短水路公認記録会

九州指導者研修会

3/26(金)～30(火) 第43回全国JOC春季(水球)

千葉国際

7(日) 日本水泳連盟臨時評議委員会

3/27(土)～30(火) 第43回全国JOC春季(競泳)

辰巳国際

第２回九州水泳連盟理事会
3/30（土）・31（日） 九州ＳＣ協春季・短水路

沖縄県
福岡県立総合プール

福岡県
鹿児島県

