
月 期   日 競   技   会   名 会   場 期    日 競   技   会   名 会   場 期   日 競   技   会   名 会    場 期   日 合  宿  等  名 会  場

２８(木)～５／１（日） 日本選手権水泳競技大会 横浜国際 ２４（日） 全国ＪＯＣ杯夏季県予選会 長崎市民 １０(日） 全国競技委員長会議 オンライン会議

兼 ＫＴＮ旗ジュニア春季大会 ４月中 九州水球競技役員･審判講習会 未定

２９（金・祝） 高校春季水泳競技大会 長崎市民 ２９（金） 長崎県競技運営委員研修会 長崎市民

　１（日）～　３（火） 日本選手権ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 東京　辰巳   ８（日） 第8回九州学生短水路公認記録会 福岡大学 １４（土） ねんりんピック県予選会 大村市屋内 　1（日）～　５（月） 国体強化・ジュニア強化候補合宿 市民プール

２１（土）～２２（日） 第54回西日本年齢別選手権水泳 鹿児島県・鴨池 ２９（日） 身障者水泳大会 長崎市民 　5月中 県外水球強化合宿 大分県

　　（　） 県水理事会・総会

　８（土） 九州ﾌﾞﾛｯｸ競技役員講習会 佐賀県

　４（土）～　５（日） ジャンボウカップ2022inFUKUOKA 福岡　市民 １１（土） 第24回末弘杯九州高校(飛込) 福岡県・県立 　４（土） 県高校総体水球 長崎西 １１（土） 第1回県競技役員講習会 市民プール

１２（日） ０ＷＳオーシャンズカップ2022 千葉　館山市 １１（土）～１２(日)　　 第73回末弘杯九州高校（水球） 福岡県・県立 　４（土）～　５（日） 県高校総体競泳 長崎市民 １３（土）～１４（日） 全国地域指導者委員長会議 東京

　　 １２（日） 第4回九州学生夏季公認記録会 アクアパーク桃園 　 ２６（日） 日水連評議員会 東京

　２(土) 日本大学・中央大学対抗水泳競技大会東京　辰巳 １０（日）　 九州ﾌﾞﾛｯｸ国体予選(ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸ) 大分県 　２（土）～　３（日）　　県選手権兼国体予選 長崎市民 　７月中 県外水球遠征 未定

　３(日） 第94回早慶対抗水上競技大会 東京　辰巳 　９（土）～１０（日）　　 九州国公立大学選手権・学生選手権 アクアパー桃園 １０（日） 県学童水泳競技大会 大村市民 １０(土） ｱｰﾃｲｽﾃｲｯｸ審判研修会 福岡県

　９（土）～１０（日）　 九州高校選手権（水球） 福岡県・県立 ２３（土）～２４（日） 県中学総体水泳競技大会 長崎市民 　７月中　 水泳教室(水球) 長崎工

１０（土） 九州ﾌﾞﾛｯｸJO夏季予選（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ） 大分県

１６（土） 日本学生選手権(水球)九州支部予選会熊本県・熊本高

１６(土) ～１８（月） 第51回九州高校選手権(飛込) 鹿児島県・鴨池

１６（土）～１８（月） 第70回九州高校選手権（競泳） 熊本県・アクア

　５（金）～　７（日） 日本選手権飛込競技大会 栃木　日環アリーナ１６（土）～１８（月） 九州ﾌﾞﾛｯｸＪＯ夏季予選（飛込） 鹿児島県・鴨池 ２１（日） 県ジュニア夏季大会 諫早長田 　１（月）～４（木） 国体強化選手･ｼﾞｭﾆｱ選手合宿 佐賀アクア

１０（水）～１２（金） 日本ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2022 東京　辰巳 ２２（金）～２４（日） 九州ﾌﾞﾛｯｸ国体予選 (水球) 熊本県・総合室内 ２７（土）～２８(日) 県高校新人大会 佐世保総合 　８月中　 県外水球強化合宿 鹿児島県

１１（木）～１２（金） 全国国公立大学選手権水泳大会 石川　金沢 ３０（土）～３１（日） 九州ブロックJO夏季予選(水球) 佐賀県・アクア 　８月中　　　　 水球教室 長崎西

１５（月）～２３（火） 全国高校選手権水泳競技大会(競泳水球)高知　くろしお ３０（土）～３１（日）　 ＳＣ協夏季・長水路 アクアパーク桃園 １１（水）～１２（木）　　　　日本泳法研修会(小堀流先司祭) 熊本県

１７（水）～２０（土） 全国高校選手権水泳競技大会(飛込) 高知　県立　 　４（木）～　６（土） 第50回九州中学水泳競技大会 鹿児島県・鴨池 7/30（土）～31（日） とびうお杯派遣 静岡県

１７（水）～１９（金） 全国中学校水泳競技大会(競泳・飛込) 宮城　セントラル 7/30(土)～ 8/1 (月) 釜石OWS2020根岸大会 釜石市

２０（土）～２１（日） 日本泳法大会 兵庫　神戸

２２（月）～２６（金） 全国ＪＯＣカップ夏季（水球）(飛込) 京都　・　大阪

２２（月）～２６（金） 全国ＪＯＣカップ夏季（競泳） 東京　辰巳

２２（月）～２５（木） 全国ＪＯＣｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 神奈川　横浜国際

２９（月）～9/１（木） 日本学生選手権競技大会（競泳・水球）東京・神奈川

　３（土）～　４（日） 日本スポーツマスターズ大会2022 岩手　盛岡 ２４（土） 第14回九州ダイビングカップ 鹿児島県・鴨池 １１（日）　　 県マスターズ大会 小浜温泉プール １４（水）～１５（木） 国体選手事前調整合宿（競泳） 山口きらら

　３（土）～　４（日)　 日本学生選手権(飛込) 大阪　丸善 ２４（土）～２５（日） 第54回九州ジュニア水泳競技大会 沖縄県・奥武山 １８（土） 有功章表彰式・加盟団体長懇談会栃木県

  ４(日) 日本学生選手権(ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸ) 神奈川　横浜国際 ２４（土）～２５（日） 九州高校新人（水球） 熊本高校 １７（土）～１９（月） 県高体連強化合宿 諫早商

１０（土） 国民体育大会ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｽｲﾐﾝｸﾞ競技 栃木　市具町 １１日） ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸｽｲﾐﾝｸﾞ教室 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂSC

１１（日） 国民体育大会ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸｽｲﾐﾝｸﾞ競技 栃木　アリーナ ２５（日） 水泳指導員資格更新要件研修会 県営野球場

１０（土）～１５（木） 国民体育大会（水球）（飛込）競技 栃木　日環・県立

１７（土）～１９（月） 国民体育大会（競泳）競技 栃木　日環 １０月中　　　 全国水球委員長会議 東京

２８（水）～10/2（日） 日本マスターズ水泳選手権 大阪　丸善 １０月中　　　 九州水球委員長会議 　　

１５（土）～１６（日） オープンウオータースイミング競技 千葉　館山市 　１（土）～　２（日） 第85回九州高校末弘杯新人(競泳) 沖縄県・奥武山 ２２（土） 県ディスタンス記録会 長崎市民 　　（　） コーチ研修会（公財・日水連主催） 福岡県

　７（金）～　９（日） 日本選手権水球競技 東京　辰巳 ２２（土）～２３（日） 桃太郎 ｶｯﾌﾟ九州地区予選会(水球男子)鹿児島南 ２３（日） 県スプリント選手権 長崎市民 ２９（土）～３０（日） 基礎水泳指導員養成講習会 市民プール

２２（土）～２３（日） 日本選手権(25m)水泳競技大会 東京　辰巳 ３０(日) 第3回九州学生秋季公認記録会 長崎市民プール 　６（日） 県民体育大会 　未定   ６(日)　 ｱｰﾃｨｽﾃｨﾂｸｽｲﾐﾝｸﾞ教室 ｳｫｰﾀｰﾒｲﾂＳＣ

２９（土）～３１（月） 全国障害者スポーツ大会 栃木　宇都宮 　５（土）～　６（日） ＫＺカップ（Ｕ１７）予選会（水球女子） 大分商業 １３（日） ＳＣ協公認合同記録会 長崎市民 １２（土）　　 九州水連理事会・地域会議 福岡県

　５（土）～　６（日） 日本社会人選手権 佐賀　アクア 　５（土）～　６（日） 桃太郎 ｶｯﾌﾟ九州地区予選会(水球女子)大分商業 ２０（日） 県ｼﾞｭﾆｱ秋季大会 兼 全国JOC 佐世保温水 ２６（土）～２７（日） 基礎水泳指導員検定試験 市民プール

１２（土）～１３（日） 日本パラ水泳選手権 長野　アクア ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ長崎県予選 　

12/1（木）～12/4（日）ジャパンオープン2022(50m) 東京　辰巳 １１（日） 第28回冬季短水路公認記録会 福岡県・西区市民 １８（日） 冬季高校室内 長崎市民 　　　未定 県水連常任理事会・理事会 未定

２４（土）～２７（火） 全日本ﾕｰｽ（U15）水球競技選手権 岡山　倉敷 １２月中 高校生県外遠征（水球） 福岡県

２２（木）～２７（火） 九州ブロックジュニア合宿（競泳） 市民プール

２４（土）～２８（水） 県強化選手合宿 市民プール

２８（土） 13～15歳ｿﾛ・ﾃﾞｭｴﾂﾄ大会 東京　辰巳 　８（日） ＳＣ協新年フェスティバル 佐賀・福岡・鹿児島 　

２９（日） ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ2023 東京　辰巳 ２１（土）～２２（日） 九州地区JO春季予選（水球）A・B・C区分大分商業

　　（　）～　　（　）　 翼ジャパンダイビングカップ 　未定 　４（土）～　５（日） 第43回九州カップ水泳競技大会 福岡県・西区市民 １８（土）～１９（日） 県春季招待公認記録会 長崎市民 　　　未定 九州ブロック指導者研修会 熊本

１１（土）～１２（日） ＫＺ（Ｕ１７）カップ予選会（水球男子） 鹿児島南高 　　　未定 情報システム委員長会議 東京

　 　 １１（土） 第2回県競技役員講習会 市民プール

１８（土）～２１（火） 全日本ジュニア（Ｕ１７）水球競技大会 新潟　柏崎 　５（日） 第29回九州学生短水路公認記録会 福岡県・西区市民 １２（日） 日水連評議員会 東京

１８（土）～１９（日） 日本泳法研究会 東京　辰巳 ３０（木）～３１（金） ＳＣ協春季・短水路 佐賀県・アクア 　　　未定 九州水連理事会 福岡県

２６（日）～３０（木） 全国JOCカップ春季（水球） 千葉　千葉県国際 　　　未定 県水連理事会･総会

２５（土）～３０（木） 全国JOCカップ春季（競泳)（飛込） 東京  辰巳
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 一般社団法人 長崎県水泳連盟　        ２０２２年度　 水 泳 競 技 主 要 行 事 日 程
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日 本 水 泳 連 盟 九 州 水 泳 連 盟 長 崎 県 水 泳 連 盟   合宿・講習会・研修会等
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