2020年度（令和2年度） 主要行事日程
【全国版】
日本水泳連盟

連盟
月
④
⑤

⑥

期日
大会名
1(水)〜48(水) 第96回 日本選手権水泳競技大会

(競泳)

8(金)〜10(日) 第96回 日本選手権水泳競技大会

(ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

4(木)〜47(日) ジャパンオープン2020(50ｍ) (競泳)
14(日) OWSオーシャンズカップ2020 (ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ)
25(木)〜28(日) 日本ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2020 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

場所
ｱｸｱﾃｨｯｸｾﾝﾀｰ(東京)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

ﾗｸﾀﾌﾞﾄﾞｰﾑ(大阪)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

横浜国際(神奈川)
館山(千葉)
鈴鹿(三重)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪
⑫

①

14(金)〜15(土)
17(月)〜19(水)
17(月)〜19(水)
17(月)〜20(木)
17(月)〜20(木)
17(月)〜20(木)
22(土)〜25(火)
22(土)〜25(火)
22(土)〜26(水)
22(土)〜26(水)
27(木)
28(金)

第67回
第60回
第60回
第88回
第88回
第88回
第43回
第43回
第43回
第43回
第65回
第92回

全国国公立大学選手権 (競泳)
全国中学校水泳競技大会 (競泳)
全国中学校水泳競技大会 (飛込)
日本高校選手権 (競泳)
日本高校選手権 (飛込)
日本高校選手権 (水球)
全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)
全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季 (飛込)
全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季 (競泳)
全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季 (水球)
日・中大学対抗上泳競技大会 (競泳)
早・慶大学対抗水上競技大会 (競泳)

5(土)〜06(日)
12(土)
13(日)〜16(水)
14(月)
14(月)〜16(水)
18(金)〜20(日)
18(金)〜22(火)
19(土)
25(金)〜27(日)

日本スポーツマスターズ2020
第75回 国民体育大会 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)
第75回 国民体育大会 (水球)
第75回 国民体育大会 (ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ)
第75回 国民体育大会 (飛込)
第75回 国民体育大会 (競泳)
第37回 日本マスターズ水泳選手権 (競泳)
第96回 日本学生選手権 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)
第96回 日本選手権水泳競技大会 (飛込)

ｱｸｱﾊﾟﾚｯﾄ(愛媛)
鴨池公園(鹿児島)
鴨池公園(鹿児島)
屋久島(鹿児島)
鴨池公園(鹿児島)
鴨池公園(鹿児島)
金沢ﾌﾟｰﾙ(石川)
横浜国際(神奈川)
相模原総合(神奈川)

2(金)〜04(日)
2(金)〜04(日)
3(土)〜04(日)
11(日)
17(土)〜18(日)
29(木)〜31(土)

第96回
第96回
第96回
第96回
第62回
第96回

辰巳国際(東京)
相模原総合(神奈川)
大阪ﾌﾟｰﾙ(大阪)
館山海岸(千葉)
辰巳国際(東京)
辰巳国際(東京)

日本学生選手権 (競泳)
日本学生選手権 (水球)
日本学生選手権 (飛込)
日本選手権水泳競技大会 (ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ)
日本選手権(25m)水泳競技大会 (競泳)
日本選手権水泳競技大会 (水球)

7(土)〜18(日) 第3回 日本社会人選手権水泳競技大会

秋葉山県民(和歌山)

(競泳)

24(火)〜27(金) 第13回 全日本ユース（U15）水球競技選手権

横浜国際(神奈川)
日本ｼｰｶﾞｲﾔｱﾘｰﾅ(愛知)
日本ｼｰｶﾞｲﾔｱﾘｰﾅ(愛知)
新山ｽｲﾐﾝｸﾞｱﾘｰﾅ(茨城)
新山ｽｲﾐﾝｸﾞｱﾘｰﾅ(茨城)
栃木県立温水(栃木)
ﾋﾞｯｸﾞｳｪｰﾌﾞ(広島)
大阪ﾌﾟｰﾙ(大阪)
ﾗｸﾀﾌﾞﾄﾞｰﾑ(大阪)
ｱｸｱｱﾘｰﾅ(京都)
千葉国際(千葉)
千葉国際(千葉)

(水球)

23(土) 第23回 13〜15歳ソロ・デュエット大会 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)
24(日) ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ2021 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

倉敷室内(岡山)
横浜国際(神奈川)
横浜国際(神奈川)

②

③

18(木)〜21(日)
25(木)〜26(金)
26(金)〜30(火)
27(土)〜30(火)

第7回 全日本ジュニア（U17） (水球)
第43回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季
第43回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季
第43回 全国JOCｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季

(飛込)
(水球)
(競泳)

柏崎ｱｸｱﾊﾟｰｸ(新潟)
辰巳国際(東京)
千葉国際(千葉)
辰巳国際(東京)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

2020年度（令和2年度） 主要行事日程
【九州版】
九 州 水泳 連 盟

連盟
月
④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

①

②

③

期日

大会名
18(土) 水球競技役員・審判講習会

場所
那覇商業高校(沖縄)

10(日) 競泳競技役員講習会
10(日) 第6回九州学生春季公認記録会 (競泳)
23(土)〜24(日) 第52回 西日本年齢別選手権 (競泳)
13(土)
13(土)〜14(日)
13(土)〜14(日)
14(日)
28(日)

飛込審判員研修
第71回末弘杯高校選手権 (水球)
第22回末弘杯高校選手権 (飛込)
第2回九州学生夏季公認記録会
日本水泳連盟定時評議委員会

4(土)〜05(日)
11(土)〜12(日)
11(土)〜12(日)
11(土)〜12(日)
11(土)〜12(日)
11(土)〜13(月)
18(土)〜20(月)
25(土)〜26(日)
13(土)
13(土)〜14(日)

第58回 九州高校選手権 (水球)
第64回 九州国公立大学選手権 (競泳)
第80回 九州学生選手権 (競泳)
第49回 九州高校選手権 (飛込)
九州ブロックJO夏季予選 (飛込)
九州ブロック国体予選 (水球)
第68回 九州高校選手権 (競泳)
九州ブロックJO夏季予選 (水球)
アーティスティック審判研修会
九州ブロックJO夏季予選 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)
九州ブロック国体予選 (ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ)

(競泳)

13(土)〜14(日)
3(月)〜05(水) 第48回 全九州中学校水泳選手権 (競泳)
29(土)〜30(日) 九州ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会夏季長水路 (競泳)
19(土) 日本水泳連盟有功章表彰式
26(土)〜27(日) 第52回 九州ジュニア水泳競技大会
26(土)〜27(日) 九州高校水球新人 (水球)
10(土)〜11(日)
10(土)〜11(日)
17(土)
24(土)〜25(日)

(競泳)

第82回 末広杯・九州高校新人 (競泳)
九州ブロック水球委員会
コーチ研修会福岡会場 (公財・日本水泳連盟主催)
桃太郎カップ九州地区予選会 (水球・男子)

7(土)〜18(日) 桃太郎カップ九州地区予選会 (水球・女子)
7(土)〜18(日) ＫＺカップ（Ｕ１７）予選会 (水球・女子)
16(土) 日本水泳連盟主催地域会議
第1回九州水泳連盟理事会
20(日) 第26回 冬季短水路公認記録会 (競泳)
22(火)〜27(日) 九州ブロック・ジュニア強化合宿 (競泳)
9(土)〜10(日)
10(日)
10(日)
10(日)
23(土)〜24(日)

ＫＺカップ（Ｕ１７）予選会 (水球・男子)
第46回 新年フェスティバル佐賀会場 (競泳)
第46回 新年フェスティバル福岡会場 (競泳)
第46回 新年フェスティバル鹿児島会場 (競泳)
春季JO九州ブロック大会 (水球)

6(土)〜07(日) 第41回九州カップ水泳競技大会
九州指導者講習

(競泳)

7(日) 第27回九州学生短水路公認記録会 (競泳)
7(日) 日本水泳連盟定時評議委員会
30(火)〜31(水) 九州ｽｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ協会春季短水路 (競泳)
第1回九州水泳連盟理事会

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
鹿児島県
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(佐賀) 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
ｱｸｱﾄﾞｰﾑ(熊本)

福岡県立(福岡)
福岡工業高校(福岡)
福岡県立(福岡)
長崎市民(長崎)

佐賀東高校(佐賀)
鴨池公園(鹿児島)
鴨池公園(鹿児島)
別府市営青山(大分)
別府市営青山(大分)
奥武山公園(沖縄)
奥武山公園(沖縄)
奥武山公園(沖縄)
福岡県立(福岡)
福岡県立(福岡)
福岡県立(福岡)
福岡県立(福岡)
北九州桃園(福岡)

福岡県立(福岡)
熊本高校(熊本)
長崎市民(長崎)
福岡県
福岡県
鹿児島南高校(鹿児島)
大分商業高校(大分)
大分商業高校(大分)
長崎県
長崎県
鴨池公園(鹿児島)
北九州桃園(福岡)
鹿児島南高校(鹿児島)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(佐賀)
福岡西区(福岡)
鴨池公園(鹿児島)
大分商業高校(大分)
鴨池公園(鹿児島)
沖縄県
福岡西区(福岡)
鴨池公園(鹿児島)
福岡県

2020年度（令和2年度） 主要行事日程
【県内版】
佐賀県水泳連盟
水泳連盟主催大会・その他主催大会及び事業日程

連盟
月

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨
⑩

⑪

⑫

①

②

③

期日

大会名
12(日) 理事会
19(日) 第27回 佐賀県短水路水泳競技大会
26(日) 第4回 佐賀県SC水泳大会 (競泳)

3(土)〜35(日)
10(日)
16(土)〜17(日)
26(日)
30(土)〜31(日)
30(土)〜31(日)

(競泳)

鹿児島国体候補合宿
ジュニア強化練習会
第6回九州学生春季公認記録会 (競泳)
さがんカップ2020 (競泳)
佐賀県障がい者スポーツ大会
令和2年度 佐賀県高校総体水泳競技大会 (競泳)
令和2年度 全九州高校佐賀県予選会 (競泳)

21(日) JA杯 第35回 学童オリンピック水泳競技大会
27(土)〜28(日) 第71回 佐賀県選手権 兼 国体予選 (競泳)
5(日)
11(土)〜12(日)
18(土)〜19(日)
31(金)〜8/02(日)
31(金)〜8/02(日)

場所
アバンセ
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

(競泳)

第13回 夏季全国JOC佐賀県予選会 (競泳)
第41回 佐賀県ジュニア水泳競技大会 (競泳)
平成31年度 佐賀県中学校体育大会水泳競技
第35回 とびうお杯派遣 (飛込)
第35回 とびうお杯派遣 (競泳)

(競泳)

13(木) 第13回 佐賀県SC合同記録会 (競泳)
22(土) 第1回 佐賀県ディスタンス大会 (競泳)
23(日) 第28回 佐賀県スプリント大会 (競泳)
6(日) SC交流記録会

1(日)
7(土)
19(木)〜23(月)
22(日)

(競泳)

第6回 ビートチャンピオンシップ水泳競技大会
チャレンジスポーツ (水球)
東京スイミング優秀戦招待 派遣 (競泳)
第28回 県マスターズ水泳大会 (競泳)

12(土)〜13(日) 第15回 佐賀県冬季水泳競技大会
25(金)〜28(月) 年末ジュニア強化合宿 (競泳)
国体合宿 (競泳)

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。 佐賀県SC
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
ｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

強化

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

強化

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

九州学生

新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

障がい者

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
浜松市総合(静岡)
浜松市総合(静岡)

中体連
県選抜
県選抜

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

(競泳)

18(日) 第74回 県民体育大会水泳競技大会

備考
新型コロナウイルス感染拡大防止対策の為中止になりました。

(競泳)

(競泳)

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

SC協議会

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

市町村

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
東京ｽｲﾐﾝｸﾞｾﾝﾀｰ(東京)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

ビート

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

県選抜

強化
強化

10(日) 第47回 新年フェスティバル佐賀会場
16(土) チャレンジスポーツ (水球)
16(土) チャレンジスポーツ (水球)

(競泳)

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

13(土)〜14(日) 第2回 春季全国JOC佐賀県予選会
20(土) チャレンジスポーツ (水球)

(競泳)

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)
SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

6(土)〜17(日) 第14回 佐賀県春季水泳競技大会

(競泳)

SAGAｻﾝﾗｲｽﾞﾊﾟｰｸ(25m)

佐賀県SC

