
行事名 主催 会場 期日 Web締切日 競泳の水路

2019年度第1回千葉県ジュニア水泳競技大会兼第26回ｾﾝﾄﾗﾙｽﾎﾟｰﾂ招待水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 5/12 4/13 短水路

第23回千葉県春季水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 5/25,26 4/26 長水路

第48回千葉県高等学校水球リーグ戦 千葉県高等学校体育連盟 県立安房高等学校他 5/26,27,31,6/1,8 5/10

2019年度第1回千葉県女子水球競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 県立船橋高等学校 6/2 5/29

第17回千葉県フィギア競技会 アーティスティックスイミング委員会 千葉県国際総合水泳場 6/2 5/2

2019年度国民体育大会アーティスティックスイミング千葉県代表選手選考会 アーティスティックスイミング委員会 千葉県国際総合水泳場 6/2 5/2

2019年度第2回千葉県ジュニア水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 6/9 5/24 短水路

第11回CMCマスターズスイムミート マスターズ部会 千葉県国際総合水泳場 6/16 5/10 長水路

第72回千葉県高等学校総合体育大会水泳競技大会（競泳・飛込） 千葉県高等学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 6/21,22,23 6/9 長水路

第72回千葉県高等学校総合体育大会水泳競技大会（水球） 千葉県高等学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 6/24,25 6/9

第37回千葉県中学校水泳競技大会中央地区予選会 千葉県小中学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 7/7 6/20 短水路

第82回千葉県選手権水泳競技大会　第39回千葉県民体育大会第二部水泳競技大会（第74回国民体育大会千葉県選考会） （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 7/13,14 6/3 長水路

第23回館山オープンウォータースイムレース 館山OWS実行委員会 館山北条海岸 7/15 5/15

2019年度千葉県中学校水泳競技大会　兼第59回全国中学校水泳競技大会予選会 千葉県小中学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 7/20,21 7/9 長水路

2019年度第3回千葉県ジュニア水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 7/28 7/12 短水路

千葉県ジュニア夏季チャレンジ記録会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 7/28 - 短水路

第73回千葉県中学校総合体育大会　水泳競技の部 千葉県小中学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 7/30,31 7/22 長水路

第19回千葉県ジュニアカップ水球競技会 水球委員会 県立幕張総合高等学校 8/5,6 7/24

第49回千葉県高等学校選手権水泳競技大会 千葉県高等学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 8/22,23 8/4 長水路

第69回千葉県民体育大会水泳競技大会 (公財）千葉県体育協会 千葉県国際総合水泳場 9/1 7/16 長水路

第30回千葉県中学校新人水泳競技大会 千葉県小中学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 9/15 9/3 長水路

第37回千葉県アーティステックスイミング･リズム水泳ルーティーン競技会 アーティスティックスイミング委員会 千葉県国際総合水泳場 9/16 8/16

第50回千葉県高等学校新人体育大会水泳競技大会（競泳） 千葉県高等学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 9/20,21 9/4 長水路

第50回千葉県高等学校新人体育大会水泳競技大会（水球） 千葉県高等学校体育連盟 千葉県国際総合水泳場 9/23,24 9/4

第37回千葉県スプリント選手権水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟、千葉日報 千葉県国際総合水泳場 9/28,29 9/6 長水路

第20回千葉県学童学年別水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 10/12,13 9/27 短水路

2019年度第13回JOCジュニアオリンピックカップ水球競技千葉県予選会 水球委員会 県立船橋高等学校 10/14 9/27 長水路

第23回千葉マスターズ水泳競技大会 マスターズ部会 千葉県国際総合水泳場 10/19,20 8/31 長水路

第24回千葉県秋季水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 10/26,27 10/4 短水路

第6回千葉県国際総合水泳場チャレンジカップ水泳競技大会　兼千葉県ジュニアBC級水泳競技大会 千葉県国際総合水泳場・（一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 11/17 10/25 長水路

2019年度第4回千葉県ジュニア水泳競技大会　兼第14回千葉県ディスタンス大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 12/15 11/29 長水路

2019年度第37回千葉県新年フェスティバル水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 1/11,12 12/14 短水路

第21回CMC新年フェスティバル水泳競技大会 マスターズ部会 千葉県国際総合水泳場 1/18,19
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第49回千葉県短水路選手権水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 1/25,26 1/10 短水路

第10回千葉県室内選抜水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 2/1,2 1/11 長水路

2019年度　アーティステックスイミング　バッジテスト アーティステックスイミング部会 千葉県国際総合水泳場 2/15 1/15

2019年度第5回千葉県ジュニア水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 2/16 1/24 短水路

2019年度第6回千葉県ジュニア水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 3/1 2/2 短水路

千葉県ジュニア春季チャレンジ記録会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 3/1 - 短水路

千葉県ジュニアBC級水泳競技大会 ジュニア部会 千葉県国際総合水泳場 3/22 2/29 長水路

行事名 主催 会場 締切日

（一社）千葉県水泳連盟水球競技公認審判員研修会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 4/5

（一社）千葉県水泳連盟アーティスティックスイミング競技役員養成講習会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 4/19

（一社）千葉県水泳連盟競技役員養成講習会・研修会 （一社）千葉県水泳連盟 千葉県国際総合水泳場 5/20

（一社）千葉県水泳連盟  OWSジュニア選手研修合宿 （一社）千葉県水泳連盟 館山北条海岸・市営50ｍプール 8/1

行事名 主催 会場 競泳の水路

2019年度日本マスターズ水泳短水路大会千葉会場 （一社）日本マスターズ水泳協会 千葉：千葉県国際総合水泳場 短水路

第41回関東地域春季水泳競技大会（水球） 関東水泳連絡協議会 東京：武蔵野の森総合スポーツプラザ

第70回関東高等学校選手権水泳競技大会（競泳） 日水連関東高体連 山梨：小瀬ｽﾎﾟｰﾂ公園プール 長水路

第70回関東高等学校選手権水泳競技大会（飛込） 日水連関東高体連 群馬：敷島公園プール 長水路

第70回関東高等学校選手権水泳競技大会（水球） 日水連関東高体連 山梨：甲府東高等学校

ACE:茨城：ひたちなか市笠松運動公園屋内水泳プール

B:栃木：宇都宮東高等学校

全国JOCジュニアオリンピックカップ関東地域予選会（アーティスティックスイミング） （公財）日本水泳連盟 茨城：ひたちなか市笠松運動公園屋内水泳プール

全国JOCジュニアオリンピックカップ関東地域予選会（飛込） （公財）日本水泳連盟 群馬：敷島公園プール

第74回国民体育大会関東ブロック大会（アーティスティックスイミング） （公財）日本水泳連盟 千葉：千葉県国際総合水泳場

第74回国民体育大会関東ブロック大会（水球） （公財）日本水泳連盟 千葉：千葉県国際総合水泳場

第40回関東中学校水泳競技大会 関東中体連 群馬：敷島公園プール 長水路

第23回13・15歳ソロ・デュエット大会関東ブロック予選 関東水泳連絡協議会 神奈川：横浜国際プール

関東ブロック競技役員講習会 （公財）日本水泳連盟 茨城：

南関東ブロックジュニア選手研修合宿 （公財）日本水泳連盟 東京：千葉県国際総合水泳場

北関東ブロックジュニア選手研修合宿 （公財）日本水泳連盟 茨城：栃木県立温水プール館

行事名 主催 会場

8/7,8,9

12/17～22

12/15～20

7/20,21,22

6/8，9

期日

7/20,21,22

7/14,15

第2回　12/21,22,1/5

7/20,21,22

4/28

7/14,15

7/24,25

7/25

第1回　8/12,31,9/8

第1回　7/27

第3回　2/11
第2回　11/16（一社）千葉県水泳連盟

（一社）千葉県水泳連盟

千葉県国際総合水泳場2019年度公認水泳指導員義務研修会

2019年度財団法人（公財）日本水泳連盟公認基礎水泳指導員養成講習会・検定試験 千葉県国際総合水泳場

2019年度　千葉県内競技会日程

2019年度　講習会・研修会日程

2019年度　公認水泳指導員講習会・研修会日程

2019年度　関東地域競技会日程
期日

8/3,4

4/21,22

11/23

全国JOCジュニアオリンピックカップ関東地域予選会（水球） （公財）日本水泳連盟

期日

4/14

5/19

6/1

8/28,29,30

7/27,28


