
期日 競技大会名 会場 期日 競技大会名/研修会/合宿 会場 期日 競技大会名/研修会 会場

4 3(土）～10(土) 第97日本選手権水泳競技大会(競泳) 東 京 ・東 京 アクアテ ィ クスセン タ ー 4/18（月） 水球競技役員・審判講習会(ｵﾝﾗｲﾝ) 4/29（木） 第１３４回福岡県ＳＣ水泳大会 県立総合プール

10(土)～11(日) テストマッチ（水球・男女） 東京・辰巳国際水泳場

18(日)～23(金) ダイビングワールドカップ(飛込) 東京・アクアティクスセンンター

5 1(土)～4(火) オリンピック予選ﾄｰﾅﾒﾝﾄ2021(AS) 東京・アクアティクスセンンター 5/9（日） 第7回九州学生春季公認記録会 長崎・長崎市民ぴール 5/16（日） チャレンジカップ（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ） 県立総合プール

7(金)～9(日) 第97日本選手権水泳競技大会(ＡＳ) 大阪・東和薬品ラクタブドーム 5/16（日） 競泳競技役員講習会 長崎県 5/15土）・16（日） 第43回春季高校選抜（水球） 福岡工業高校プール

29(土)～30(日) オリンピック最終選考会(OWS) 福岡・福岡市 5/22（土）・23（日) 第５3回西日本年齢別選手権 熊本・アクアドーム 5/29（土)・30（日） 第43回春季高校選抜（競泳） アクアパーク桃園

未定 第1回九州水泳連盟理事会 5/29（土）・30（日） オリンピック最終選考会(OWS） 福岡・福岡市

6 3（木）～6（日） ジャパンオープン（競泳） 千葉・千葉国際総合水泳場 6/12（土） 飛込審判員研修会 福岡・県立総合プール 6/6（日） 日本短水路マスターズ 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

20(日) オーシャンズカップ2021（ＯＷＳ） 千葉・館山市北条海岸 6/13（日） 第3回九州学生夏季公認記録会 福岡・アクアパーク桃園 6/13（日） 第3回九州学生夏季公認記録会 アクアパーク桃園

17(木)～20(日) チャレンジカップ2021（ＡＳ） 静岡・県立水泳場 6/12（土）・13（日） 第72回末弘杯高校水泳(水球) 福岡・県立総合プール 6/12（土）・13（日） 末弘杯高校水泳(水球・飛込) 県立総合プール

6/12（土）・13（日） 第23回末弘杯高校水泳(飛込) 福岡・県立総合プール 6/12（土）・13（日） 福岡県高校選手権（競泳・男子） 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

6/26(土） 日本水泳連盟定時評議委員会 6/19(土)・20(日) 福岡県高校選手権（競泳・女子） アクアパーク桃園

6/19（土）・20（日） 福岡県高校選手権（水球・飛込） 県立総合プール

6/27(日) 第15回福岡県学童通信水泳大会 県立総合・桃園

7 7/23(金)～8/8(日) 第32回ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会 東 京 ア ク ア テ ィ ク ス セ ン ン タ ー ・ 辰 巳 ・ お 台 場 海 浜 公 園 7/10（土） アーティステック審判講習会 福岡・県立総合プール 7/3(土)・4(日) 福岡県選手権兼国体福岡県予選会 県立総合プール

7/10(土)・11(日） 九州ブロック国体（ＡＳ） 福岡・県立総合プール 7/３(土)・4(日) 全国JOCｶｯﾌﾟ夏季・福岡県予選会 県立総合プール

7/1０(土)・1１(日） 九州ブロック・ＪＯ夏季予選（ＡＳ） 福岡・県立総合プール 7/27日（火）・28（水） 福岡県中学校水泳競技大会 総合西市民プール

7/10（土）・11（日） 第59回九州高校選手権(水球) 長崎・市民総合プール

8 ７(土)・８(日) 第68回全国国公立大学選手権 秋田・県立総合プール 7/10（土）・11（日） 第81回九州学生選手権/第68回九州地区国公立大学選手権 鹿児島・鴨池公園水泳プール

17(火)～20(金) 第89回日本高校水泳(競泳・飛込） 長野・アクアウィングアリー ナ 7/17（土） 第97回日本学生選手権（水球）九州支部予選会 熊本高校プール

17(火)～20(金) 第89日本高校水泳(水球) 長野・県立長野東高等学校 7/17（土）～19（月） 第69回九州高校選手権（競泳） 鹿児島・鴨池公園水泳プール

17(火)～19(木) 第61回全国中学校水泳競技大会(競泳・飛込) 千葉・千葉県国際総合水泳場 7/17（土）・18（日） 第50回九州高校選手権（飛込） 福岡・県立総合プール

28（土）・29（日） 日本スポーツマスターズ2021 岡山・児島マリンプール 7/17（土）・18（日） 九州ブロック・ＪＯ夏季予選（飛込） 福岡・県立総合プール

22(日)～26(木) 第44回全国JOC夏季（競泳） 大阪・東和薬品ラクタブドーム 7/23（金）～25（日） 九州ブロック国体（水球） 福岡・総合西市民プール

22(日)～25(水) 第44回全国JOC夏季(飛込) 大 阪 ・丸 善 イン デ ック大 阪 プ ー ル （調整中） 九州ブロック・JO夏季予選（水球） 佐賀県 8/22（日） 福岡県民体育大会(夏季） グ ロ ー バ ル マ ー ケッ トア クア パ ー ク桃 園

22(日)～26(木) 第44回全国JOC夏季（水球） 京都・京都アクアリーナ 　　8/4（水）～6（金） 第49回九州中学校水泳競技大会 宮 崎 ・宮 崎 県 総 合 運 動 公 園 水 泳 場 8/28(土)・29(日) 福岡県高校新人（競泳） 総合西市民プール

22(日)～25(水) 第44回全国JOC夏季(ＡＳ) 神奈川・横浜国際プール 8/28（土）・29（日） 九州ＳＣ協夏季・長水路 宮 崎 ・宮 崎 県 総 合 運 動 公 園 水 泳 場

21(土)・22(日) 第66回日本泳法大会 千葉・千葉県国際総合水泳場

9 4(土) 第76回国民体育大会(ＡＳ) 三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 9/5（日） 第2回九州学生秋季公認記録会 福岡・アクアパーク桃園 8/31(火)～9/5（日 ） 国体合宿（競泳） 県立総合プール

5（日)～7(火) 第76回国民体育大会(男子水球) 三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 9/5（日） めじろんダイビングカップ 大分・別府青山プール 9/4（土） 福岡県中学校新人水泳競技大会 県立総合プール

8(水) 第76回国民体育大会(ＯＷＳ） 三 重 ・尾 鷲 市 三 木 里 海 岸 水 泳 場 （　） 日本水泳連盟有功章表彰式・加盟団体懇親会 9/19(日) 福岡県高校新人（飛込） 県立総合プール

10(金)～12(日) 第76回国民体育大会(競泳・飛込) 三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 9/25（土）・26（日） 九州高校水球新人 熊本高校プール 9/18（土）・19（日） 福岡県高校新人（水球） 福岡工業高校プール

23（木）～26（日） 第97回日本学生選手権（水球） 新潟・県立柏崎アクアパー ク 9/25（土）・26（日） 第53回九州ジュニア水泳競技大会 福岡・県立総合プール 9/25(土）・26（日） 第53回九州ジュニア 県立総合プール

18(土) 第97回日本学生選手権アーティスティック競技 神奈川・横浜国際プール

16(木)～20(月) 第38回日本マスターズ水泳選手権大会 石川・金沢プール

2４(金)～26(日) 第97日本選手権水泳競技大会(飛込) 栃木・総合SZ屋内プール

26（日） 第97日本選手権水泳競技大会(ｵｰﾌﾟﾝｳｵｰﾀ-) 千葉・館山市北条海岸

10/8(金)～10/10(日) 第97回日本学生選手権(競泳) 東京・東京辰巳国際水泳場 10/１（金）～３（日） 第84回末弘杯高校（競泳） 長崎・長崎市民総合プー ル 　　（　） (日水連主催) ｺｰﾁ研修会福岡会場

10 10/9(土)・10(日) 第97回日本学生選手権(飛込) 新 潟 ・ダ イ エ ー プ ロ ビ ス フェ ニ ッ クス プ ー ル 10/9（土） 九州ブロック・水球委員会 熊本県 11/4(木)・5(金) 基礎水泳指導員養成講習会・検定 県立総合プール

10/16(土)・17(日) 第63回日本選手権(25m)水泳競技大会 東京・東京辰巳国際水泳場 10/　（　） 日本水泳連盟主催・コーチ研修会福岡会場 11/7（日） 第135回福岡県ＳＣ水泳大会 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

10/29(金)～31（日） 第97日本選手権水泳競技大会(水球) 千葉・国際国際総合水泳場 10/23（土）・24（日） 桃太郎カップ九州地区予選(水球男子） 鹿児島南高校 11/11(木)・12(金) 基礎水泳指導員養成講習会・検定 県立総合プール

～11/7６土)・７8(日) 第4回日本社会人選手権水泳競技大会 栃木・総合SZ屋内プール 11/6（土）・7（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） 大分商業高校 11/21(日) 資格継続義務研修会 アクシオン福岡

12/24（金）～27（月） 第14回全日本ユース(u15)水球競技選手権大会 岡山・倉敷市屋内水泳セン ター児島マリン プ ール 11/6（土） 日本水泳連盟主催地域会議 佐賀県 11/23(火） 2021年度ｵｰﾛﾗｶｯﾌﾟ・バッジテスト(AS) 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

11/6（土） 第2回九州水泳連盟理事会 佐賀県 11/23(火） 13～15才ｿﾛ･テﾞｭｴｯﾄ(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ) 総合西市民プール

12 １２/10（日） 第27回冬季短水路公認記録会 福岡・総合西市民プール 12/　　(　)～　　(　) 福岡県強化指定選手合宿予定（競泳)

１２/22（水）～27（月） 九州ブロック・ジュニア合宿（競泳） 福岡・アクアパーク桃園 12/２２（水）～27（月） 九州ブロック・ジュニア合宿（競泳） 福岡・アクアパーク桃園

1 1/2２(土) 13～15歳ｿﾛ･デュｴｯﾄ大会 神奈川・横浜国際プール 1/8（土）・9（日） ＫＺｶｯﾌﾟ(Ｕ-17)予選会（水球･男子） 鹿児島南高校 1/9（日） 第48回新年フェスティバル(SC協) 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

1/23(日) ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸナショナルトライアル2021 神奈川・横浜国際プール 1/9（日） 第48回新年フェスティバル(SC協) 福岡/佐賀/鹿児島 1/22（土）・23（日） 全国JOCｶｯﾌﾟ春季・福岡県予選会 総合西市民プール

～3/19(土)・20(日) 第70回日本泳法研究会 三重・未定 １/22（土）・23（日） 春季JO九州ブロック大会(水球)A･C区分 大分商業高校 2/5（土）・6（日） 第42回九州カップ水泳競技大会 総合西市民ﾌﾟｰﾙ

3/18(金)～21(月・祝) 第8回全日本ｼﾞｭﾆｱ(u17水球) 新潟・県立柏崎アクアパー ク 2/5（土）・6（日） 第42回九州カップ水泳競技大会 福岡・総合西市民プール 3/6（日） 第26回九州学生短水路公認記録会 総合西市民プール

3/25(金)・26(土) 第44回全国JOC春季(飛込) 東京・東京辰巳国際水泳場 調整中 九州指導者研修会 沖縄県 3/28（日） 日本選手権予選会（ＡＳ） 総合西市民プール

3 3/26(土)～30(水) 第44回全国JOC春季(水球) 千葉・千葉県国際総合水泳場 3/6（日） 第28回九州学生短水路公認記録会 福岡・総合西市民ﾌﾟｰﾙ

3/27(日)～30(水) 第44回全国JOC春季(競泳) 東京・東京辰巳国際水泳場 3/12(土) 日本水泳連盟臨時評議委員会

未定 第３回九州水泳連盟理事会

3/30（水）・31（木） 九州ＳＣ協春季・短水路 福岡・総合西市民ﾌﾟｰﾙ
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東京・東京アクアティクスセンター

東京・辰巳国際水泳場 長崎・長崎市民プール

東京・アクアティクスセンンター

東京・アクアティクスセンンター 5/22（土）・23（日) 熊本・アクアドーム

大阪・東和薬品ラクタブドーム 福岡・県立総合プール

福岡・アクアパーク桃園

6/12（土）・13（日） 福岡・福岡県立総合プール

千葉・千葉国際総合水泳場 6/12（土）・13（日） 福岡・福岡県立総合プール

千葉・館山市北条海岸

静岡・県立水泳場

7/23（金）～8/8（日） 東京アクアティクスセンンター・辰巳・お台場海浜公園 福岡・県立総合プール

7/10（土）・11（日） 福岡・県立総合プール

7/10（土）・11（日） 福岡・県立総合プール

7/10（土）・11（日） 長崎・市民総合プール

秋田・県立総合プール 7/10（土）・11（日） 第81回九州学生選手権/第68回九州地区国公立大学選手権 鹿児島・鴨池公園水泳プール

長野・アクアウィングアリーナ 第97回日本学生選手権（水球）九州支部予選会

長野・県立長野東高等学校 7/17（土）～19（月） 鹿児島・鴨池公園水泳プール

第61回全国中学校水泳競技大会(競泳・飛込) 千葉・千葉県国際総合水泳場 7/17（土）・18（日） 福岡・県立総合プール

岡山・児島マリンプール 7/17（土）・18（日） 福岡・県立総合プール

大阪・東和薬品ラクタブドーム 7/21（水）～２５（日） 福岡・総合西市民プール

大阪・丸善インデック大阪プール

京都・京都アクアリーナ 8/4（水）～ （金） 宮崎・ひなた宮崎県総合運動公園水泳場

神奈川・横浜国際プール 8/２８（土）・２９（日） 宮崎・総合運動公園プール

千葉・千葉県国際総合水泳場

三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 福岡・アクアパーク桃園

三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 大分・別府青山プール

三重・尾鷲市三木里海岸水泳場 日本水泳連盟有功章表彰式・加盟団体懇親会

三重・三重交通Gスポーツの社鈴鹿 9/25（土）・26（日）

23（木）～26（日） 新潟・県立柏崎アクアパーク 9/25（土）・26（日） 福岡・県立総合プール

第97回日本学生選手権アーティスティック競技 神奈川・横浜国際プール

石川・金沢プール

栃木・総合SZ屋内プール

第97日本選手権水泳競技大会(ｵｰﾌﾟﾝｳｵｰﾀ-) 千葉・館山市北条海岸

10/8(金)～10/10(日) 東京・東京辰巳国際水泳場 10/１（金）～３（日） 長崎・長崎市民総合プール

新潟・ダイエープロビスフェニックスプール

10/16(土)・17(日) 東京・東京辰巳国際水泳場 日本水泳連盟主催・コーチ研修会福岡会場

10/29(金)～31（日） 千葉・国際国際総合水泳場 10/23（土）・24（日）

～11/7６土)・７8(日) 栃木・総合SZ屋内プール 11/6（土）・7（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）

12/24（金）～27（月） 第14回全日本ユース(u15)水球競技選手権大会 岡山・倉敷市屋内水泳センター 児島マリンプー ル

福岡・総合西市民プール

１２/22（水）～27（月） 福岡・アクアパーク桃園

神奈川・横浜国際プール

神奈川・横浜国際プール 福岡/佐賀/鹿児島

～ １/22（土）・23（日）

3/18(金)～21(月・祝) 新潟・県立柏崎アクアパーク 福岡・総合西市民プール

東京・東京辰巳国際水泳場

3/26(土)～30(水) 千葉・千葉県国際総合水泳場 福岡・総合西市民ﾌﾟｰﾙ

3/27(日)～30(水) 東京・東京辰巳国際水泳場

3/30（水）・31（木） 福岡・総合西市民ﾌﾟｰﾙ


