
令和２年度 主要競技会日程案（全国・九州版）

２０２０年４月１日（一社）熊本県水泳協会

全 国 九 州

月 期 日 競 技 会 名 場所 期 日 競 技 会 名 場所 締切

４

５ 10(日) 第6回九州学生春季 佐賀総合

４(木)～７(日） ジャパンオープン2020 横浜国際 ７(日） 第2回九州学生夏季 長崎市民
６ 14(日) ｵｰｼｬﾝｽﾞｶｯﾌﾟ（OWS） 館山 13(土)～14(日) 末弘杯高校(水球) 福岡工高

25(木)～28(日) ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2019 鈴鹿 13(土)～14(日) 末弘杯高校(飛込) 福岡県立

４(土)～５(日) 全九州高校(水球) 佐賀東高
11(土)～12(日) 第80回九州学生兼第64回 鹿児島

九州国公立大(競泳)
７ 11(土)～12(日) 国体JOﾌﾞﾛｯｸ大会(AS) 沖縄

11(土)～12(日) 全九州高校(飛込） 別府青山
11(土)～13(月) 国体ﾌﾞﾛｯｸ大会(水球) 沖縄
18(土) ｲﾝｶﾚ九州予選会(水球) 熊本高校
18(土)～20(月) 全九州高校(競泳) 沖縄
25(土)～26(日) 夏季JO九州予選(水球) 沖縄

14(金)～15(土) 第67回全国国公立 横浜国際 ３(月)～５(水) 第47回九州中学 福岡県立
17(月)～19(水) 第60回全国中学(競・飛) 名古屋
17(月)～20(木) 第88回日本高校(競・飛) ひたちなか

17(土)～20(火) 第87回日本高校(水球) 小山 ( ) 第12回めじろんｶｯﾌﾟ（飛込）

８ 22(土)～26(水) 第43回JO夏季(競泳) 門真
22(土)～26(水) 〃 (水球) 京都
22(木)～25(火) 〃 (飛込) 大阪
22(水)～25(土) 〃 (AS) 金沢
22(土)～23(日) 第65回日本泳法大会 神戸 29(土)～30(日) 九州ＳＣ協長水路 福岡桃園

５(土)～６(日) 日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ2020 松山
12(土) 第75回国体(AS) 鹿児島
13(日)～16(水) 第75回国体(男子水球) 鹿児島
14(月)～16(水) 第75回国体(女子水球) 鹿児島

９ 14(月) 第75回国体(OWS) 鹿児島
14(月)～16(水) 第75回国体(飛込) 鹿児島
18(金)～20(日) 第75回国体(競泳) 鹿児島
18(金)～22(火) 日本選手権(飛込) 横浜･相模原

19(土) 第95回日本学生(AS) 横浜国際 26(土)～27(日) 九州高校新人(水球) 熊本高校
21(土)～23(月) 第37回日本ﾏｽﾀｰｽﾞ 金沢 26(土)～27(日) 第52回九州ジュニア 福岡県立

２(金)～４(日) 第95回日本学生(競泳) 辰巳国際 10(土)～11(日) 末弘杯高校新人（競泳） 長崎市民
２(金)～４(日) 〃 (水球) 相模原

１０ ３(土)～４(日) 〃 (飛込) 大阪
４(金)～６(日) 日本選手権(OWS) 館山
17(土)～18(日) 日本選手権(25m) 辰巳国際
30(金)~11/1(日) 日本選手権(水球) 辰巳国際 24(土)～25(日) 桃太郎カップ水球男子九州予選 鹿児島南

７(土)～８(日) 第３回社会人選手権 和歌山 ７(土)～８(日) 桃太郎カップ水球女子九州予選 大分商業
１１ ７(土)～８(日) 第4回全日本J女子水球九州予選 大分商業

(土) オーロラカップ(AS)

１２ 24(木)～27(日) 全日本ユース（Ｕ１５）水球 倉敷・児島 20(日) 第26回冬季短水公認 鹿児島

23(土) AS13～15 SD大会 横浜国際 ９(土)～10(日) 第7回全日本J男子水球九州予選 鹿児島南
１ 24(日) ASﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ2020 横浜国際 10(日) 第47回新年ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 各会場

23(土)～24(日) 春季JO水球九州予選ＡＣ 大分商業

２ ６(土)～７(日) 第41回九州カップ 鹿児島

20(土)～21(日) 第69回日本泳法研究会 ７(日) 第27回九州学生短水路 福岡県立
18(木)～21(日) 全日本ジュニア水球 柏崎

３ 25(木)～26(金) 第43回JO飛込春季 辰巳国際
26(金)～30(火) 第43回JO水球春季 千葉国際
27(土)～30(火) 第43回JO競泳春季 辰巳国際 30(日)～31(月) 第42回九州SC協短水路 鹿児島



令和２年度 主要競技会日程案（県内版）

２０２０年４月１日（一社）熊本県水泳協会

熊 本 県 内 関 係 九州ブロック関係

月 期 日 競 技 会 名 場 所 締 切 ◎コーチ研修
10/19(土)：福岡

４ 26(日) 障がい者スポーツ大会(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ ◎指導者研修会
2/ (日)：沖縄

16(土)～17(日) 末弘杯県予選（水球） 熊本高校 4/24 ◎競技役員研修会（競泳）
５ 29(金)～30(土) 第39回高校総体(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 5/11 5/10(日)：鹿児島

31(日) 第41回県ｼﾞｭﾆｱ長水路(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 5/2 ◎九州ブロック合宿
12/22(火)～27(月)：福岡

13(土)～14(日) 第30回県中学校大会(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 5/29 ◎競技役員講習会（水球）
20(土)～21(日) 高校総体水球 熊本高 5/11 4/18(土)：沖縄

６ 21(日) 第72回熊本ﾏｽﾀｰｽﾞ(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 5/20 ◎審判員講習会（飛込）
27(土)～28(日) 県選手権兼国体予選(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 6/2 6/13(土)：福岡県立
29(月) 熊本市中体連(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 6/ ◎AS審判員研修会

7/11(土)：
４(土) 第9回県北部地区中学校水泳大会 玉名市桃田 / ◎九州ﾌﾞﾛｯｸ合宿(AS)

７ ５(日) 第53回熊本県学童通信兼夏季JO予選(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 6/11 月 ( ) ～ ( )：
12(日) 第53回熊本県学童通信兼城南地区(長) 人吉市営 6/11 ◎ﾊﾞｯｼﾞﾃｽﾄ(AS)
25(土)～26(日) 全国中学県予選会(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 7/7 11/23(月)：福岡

◎ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ研修(AS)
１(土) 城北大会(長) 山鹿市民 7/ 2/( )：
２(日) 第10回ひのくにﾏｽﾀｰｽﾞ(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 6/24 ◎ﾅｼｮﾅﾙ巡回指導合宿(AS)
９(日) 国民皆泳記録会(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 7/16 2/ ( )～ ( )：
９(日) 国民皆泳記録会(長) 人吉市営 7/

８ 12(水) 小堀流先師祭 ｱｸｱﾄﾞｰﾑ
22(土)～23(日) 県中学生学年別(長) 玉名市 8/6
30(日) 熊日学童ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ(長) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 8/12 熊本県水泳協会関係

５(土)～６(日) 県下高校新人(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 8/7 ◎競技役員講習会
13(日) 県城南地区選手権(長) 人吉市営 8/ （競)2/11（木）

９ 19(土)～20(日) 県民体育祭 荒尾市民 8/ ◎指導者研修会
12(土) 熊本市中学新人(水球) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 8/31 1/30(日)熊本市
13(日) 熊本市中学新人(競泳)(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 8/31 ◎水泳教室
19(土)～20(日) 高校水球新人戦 熊本高 8/27 7/ ～ 、8/ ～
22(火) 熊本市学童(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 8/ ◎日水連評議員会

6/28、2/7
１０ 11(日) 第8回熊本南ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ杯水球大会 ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 9/9 ◎九州水連理事会

17(土)～18(日) 熊本県秋季選手権(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 9/25 6/13、 /､ /
◎熊本県理事会

１１ 15(日) 第73回熊本マスターズ(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 10/14 / ､ / 、 / ､ /
◎国体合宿

１２ 12(土)～13(日) 第33回SC協会水泳大会（短） ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 11/13 8/26～30 ｱｸｱﾄﾞｰﾑ
◎小中学生強化合宿

１ ９(土)～10(日) 熊本県春季選手権･春季JO予選(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 12/11 10/10～11、11/21～23
◎ｼﾝｸﾛ強化合宿

２ 28(日) 第26回県ｼﾞｭﾆｱ短水路(短) ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 1/29 / ～ 、/ ～

３ 21(日) 第19回ひのくにﾏｽﾀｰｽﾞ（短） ｱｸｱﾄﾞｰﾑ 2/3

＜中止が決定している競技会等：令和２年４月１日現在＞
○全国
・日本選手権（競泳）（４月：東京アクアティクスセンター）
・日本選手権（ＡＳ）（５月：大阪東和薬品ラクタブドーム）
○九州
・第52回西日本年齢別（５月：アクアドーム）
○県内

備考 ・九州水研春季水泳記録会（４月：流泳館西部）
・ジュニア強化合宿（４月２５日（土）・２６日（日）：アゼリア２１）

※今後も競技会等の実施・延期・中止等につきましては、県水泳協会ＨＰ等で
ご確認ください。


