
会議・講習会日程

月 期日 大会名 会場 期日 大会名 会場 月 期日 大会名 会場 日本水泳連盟会議

４ ４～９ 第99回　日本選手権水泳競技大会(競泳) ＴＡＣ ４ 中止 2023年度日本マスターズ水泳短水路大分大会 第１回評議員会　　　　東京    ６月25日(日)　

４～９ 2023年度　翼ジャパンダイビングカップ ＴＡＣ 16 第52回　大分県春季水泳競技大会 大分市営 第２回評議員会　　　　東京　　３月17日(日)

全国加盟団体長会議　　鹿児島  ９月23日(土)

５ １～３ 第99回　日本選手権水泳競技大会(ＡＳ) ＴＡＣ ７ 第９回　九州学生春季短水路公認記録会 福岡大学 ５ 21 第18回　大分県障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会水泳競技会 大分市営 地域指導者委員長会議　東京    ６月

20～21 第55回　西日本年齢別選手権水泳大会 熊本アクア 日本水泳連盟地域会議　沖縄　　11月11日(土)

全国競技委員長会議　　　　　　４月９日

６ ９～11 日本ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ2023 ＴＡＣ 10 第25回　末弘杯高校水泳競技大会(飛込) SAGAｱｸｱ ６ ３～４ 第71回　大分県高校総体水泳競技大会(競泳) 別府青山

11 ＯＷＳオーシャンズカップ2023 千葉館山 10～11 第74回　末弘杯高校水泳競技大会(水球) 福岡工業高校 ３～４ 第71回　大分県高校総体水泳競技大会(飛込) 別府青山

10～11 第５回　九州学生夏季公認記録会 北九州桃園 ４ 第71回　大分県高校総体水泳競技大会(水球) 大分商業高校 九州水泳連盟会議

　兼　第70回　九州地区国公立大学選手権大会 11 第46回  全国ＪＯＣ夏季大会予選会 別府青山 第１回理事会　　　　　沖縄　　11月11日(土)

24 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(ＡＳ) 別府青山   兼　大分県社会人・大学公認水泳記録会 第２回理事会　　　　　　　　　３月

25 第46回　全国JOC夏季九州予選会(ＡＳ) 別府青山 18 2023年度大分県ジュニア水泳競技大会 別府青山 第３回理事会　

24 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(ＡＳ) 別府青山

25 第46回　全国JOC夏季九州予選会(ＡＳ) 別府青山 九州競泳委員会　　　

７ １～２ 第61回　全九州高等学校水泳競技大会(水球) 熊本高校 ７ １～２ 2023年度大分県選手権水泳競技大会 別府青山 九州水球委員会

８～９ 第83回　九州学生水泳選手権大会 鹿児島鴨池 　兼　第78回　国民体育大会県予選会 九州飛込委員会　　　

８～10 第71回　全九州高等学校水泳競技大会（競泳） SAGAｱｸｱ 16 第７回　大分県ﾏｽﾀｰｽﾞ長水路記録会※未公認 別府青山 九州ＡＳ委員会　

８～９ 第52回　全九州高等学校水泳競技大会(飛込) SAGAｱｸｱ 23 第２回　大分県小学生水泳競技大会 別府青山

８～９ 第46回　全国ＪＯＣ夏季予選会(飛込) SAGAｱｸｱ 25～26 第61回　大分県中学校体育大会水泳競技大会 別府青山

30～31 第46回　九州SC協夏季水泳競技大会 別府青山 　兼第62回　全国中学校水泳競技大会県予選会

31～8/1 第46回　全国JOC夏季九州予選会(水球) 大分商業高校 30～31 第46回　九州SC協夏季水泳競技大会 別府青山 大分県水泳連盟会議

８ 11～12 第70回　全国国公立大学選手権水泳競技大会 新潟長岡 ４～６ 第51回　九州中学校水泳競技大会 長崎市民 ８ 11～12 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(水球・男子) 大分商業高校 第１回総会　５月14日(日)

17～20 第91回　日本高校選手権水泳競技大会(競泳) 北海道野幌 11～12 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(水球・男子) 大分商業高校 12～13 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(水球・女子) 大分商業高校 　決算・予算・事業報告・事業計画・その他

17～19 第91回　日本高校選手権水泳競技大会(飛込) 栃木宇都宮 12～13 第78回　九州ﾌﾞﾛｯｸ国体九州予選会(水球・女子) 大分商業高校 20 第16回　大分県長水路公認記録会 別府青山

17～20 第91回　日本高校選手権水泳競技大会(水球) 北海道平岸 第16回　大分県長水路認定記録会 第１回常務理事会 ５月

17～19 第63回　全国中学校水泳競技大会(競泳・飛込) 香川県立 第２回常務理事会 12月

18～19 第68回　日本泳法大会 千葉国際 第３回常務理事会 ４月

22～26 第46回　全国ＪＯＣ夏季大会(競泳） ＴＡＣ

22～25 第46回　全国ＪＯＣ夏季大会(飛込） 大阪ﾗｸﾀﾌﾞ

22～26 第46回　全国ＪＯＣ夏季大会(水球） 京都アクア 各種別会議…選手強化・競技運営・役員養成等

22～25 第46回　全国ＪＯＣ夏季大会(ＡＳ） 横浜国際

26～27 日本スポーツマスターズ2023 福井・敦賀 　

31～9/3 第99回　日本学生選手権水泳競技大会(競泳) ＴＡＣ

31～9/3 第99回　日本選手権水泳競技大会(飛込) 栃木宇都宮 大分県水泳連盟講習会

基礎水泳指導員養成講習会  ２月～３月

９ １～３ 第99回　日本学生選手権水泳競技大会(水球) 横浜国際 30～10/1 九州高校水球競技新人大会 熊本高校

・済々黌高校 ９ ２ 第54回　大分県高等学校新人水泳競技大会 大分温水 基礎水泳指導員・水泳指導員義務(更新)研修会　３月

３ 第99回　日本学生選手権水泳競技大会(ＡＳ) 横浜国際 30～10/1 第86回　九州高校新人水泳競技大会(末弘杯) 福岡西市民 ３ 大分県SC協議会A･B･C級水泳大会 別府青山 競技役員講習会　　　　　　　　　11月26日(日)

９～10 第99回　日本学生選手権水泳競技大会(飛込) 京都アクア 10 第76回　大分県民スポーツ大会水泳競技大会 別府青山 競技会要項説明会　　　　　Ｒ６年３月10日(日)

14～18 第40回　日本マスターズ水泳選手権大会 石川・金沢 24 第39回　大分県マスターズ水泳競技大会 大分温水 特別泳力検定(大分温水)　　　　　９月23日(土)

16 第78回　特別国民体育大会(ＡＳ) 鹿児島鴨池 30 第43回　大分県中学校新人水泳競技大会 別府青山

17～20 第78回　特別国民体育大会(水球) 鹿児島鴨池

18 第78回　特別国民体育大会(ＯＷＳ) 鹿児島屋久島

18～20 第78回　特別国民体育大会(飛込) 鹿児島鴨池

22～24 第78回　特別国民体育大会(競泳) 鹿児島鴨池 九州水泳連盟講習会

10 21～22 第65回　日本選手権(25ｍ)水泳競技大会（競泳） ＴＡＣ ７～８ 第55回　九州ジュニア水泳競技大会 SAGAｱｸｱ 10 15 第32回　大分県スプリント選手権水泳競技大会 大分温水 競技役員講習会(競泳) 　 鹿児島　４月29日(土)

26～28 第99回　日本選手権水泳競技大会(水球) ＴＡＣ 21～22 第15回　桃太郎ｶｯﾌﾟ九州地区水球予選会・男子 SAGAｱｸｱ 29 第43回　大分県秋季水泳競技大会 大分温水 審判役員講習会(水球)  　大分　　４月22日(土)

第44回　JSCAブロック対抗水泳競技大会 千葉 29 第４回　九州学生秋季公認記録会 福岡大学 審判員研修会(飛込)　　　

審判研修会(ＡＳ)　　　　大分　　６月24日(土)

11 ４～５ 第99回　日本選手権水泳競技大会(ＯＷＳ) 千葉館山 ４～５ 第16回　桃太郎ｶｯﾌﾟ九州地区水球予選会・女子 宮崎工業高校 11 コーチ研修会(日水連) 

４～５ 第６回　日本社会人選手権水泳競技大会 宮城 　兼 第10回  ＫＺｶｯﾌﾟ(U17)水球予選会・女子 指導者研修会　　　　　　熊本　　２月11日(日)

第54回　東京ＳＣ優秀選手招待公認記録会

30～12/3 ジャパンオープン2023(50ｍ) ＴＡＣ 九州ブロック合宿（競泳）佐賀　12月22日～12月27日

12 24～27 第16回　全日本ﾕｰｽ(U15)水球競技選手権大会 岡山倉敷 10 第29回　冬季短水路公認記録会 福岡西市民 12 10 第７回　大分県冬季室内水泳競技大会 大分温水

　　　　　　　　　　　

１ 第49回　JSCA新年フェスティバル水泳競技大会 ７ 第50回　新年フェスティバル佐賀大会 SAGAｱｸｱ １ 20～21 第46回　全国JOC春季九州予選会(水球)ABC 大分商業高校

27 第27回　13～15歳ソロ・デュエット大会 ＴＡＣ ７ 第50回　新年フェスティバル福岡大会 福岡西市民

28 アーティスティックナショナルトライアル2024 ＴＡＣ ７ 第50回　新年フェスティバル鹿児島大会 鹿児島鴨池 九州水泳連盟競技協力役員

20～21 第10回  ＫＺｶｯﾌﾟ(U17)水球予選会・男子 鹿児島南高校 西日本年齢別水泳大会　　（1）

２ ３～４ 第44回　九州カップ水泳競技大会 福岡西市民 ２ 18 第46回　全国ＪＯＣ春季大会予選会 大分温水 九州ジュニア水泳大会　　（1）

３～４ 第46回　全国JOC春季九州予選会(水球)ABC SAGAｱｸｱ 九州カップ水泳大会　　　（1）

３ 17～20 第10回  全日本ｼﾞｭﾆｱ(U17)水球競技選手権大会 新潟柏崎 ３ 第30回　九州学生短水路公認記録会 福岡西市民 ３ ３ 第21回　大分県短水路公認記録会 大分温水 九州ブロック合宿(競泳)　（1）

17～24 国際大会代表選手選考会(競泳) ＴＡＣ 30～31 第46回　九州SC協春季水泳競技大会 鹿児島鴨池 第21回　大分県短水路認定記録会 全国JOCｼﾝｸﾛ九州予選会　  (1）

23～24 第71回　日本泳法研究会 和歌山秋葉山

27～28 第46回　全国ＪＯＣ春季大会(飛込） 栃木宇都宮

27～30 第46回　全国ＪＯＣ春季大会(競泳） ＴＡＣ

26～30 第46回　全国ＪＯＣ春季大会(水球） 千葉国際

2023年度　主要行事日程

日本水泳連盟 九州水泳連盟 大分県水泳連盟


