
行　事　名 主　催 会　場 期　日 Web締切日

2021年度国民体育大会AS千葉県代表選手選考会 AS委員会 県国際水泳場 4/4 3/13

2021年度千葉県水泳連盟水泳競技大会 ジュニア部会 県国際水泳場 5/9 4/26

第25回千葉県春季水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 県国際水泳場 5/22,23 5/5

第51回千葉県高等学校選手権水球リーグ戦 千葉県高体連 県立安房高他 5/22,23,28,29,6/12 5/7

第19回千葉県フィギア競技会 AS委員会 県国際水泳場 5/16 4/16

第３回千葉県女子水球競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 県立船橋高校 6/6 5/26

2021年度第1回ジュニア公認記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 6/13 5/22

第74回千葉県高等学校総合体育大会（水球） 千葉県高体連 県国際水泳場 6/18,19 6/13

第74回千葉県高等学校総合体育大会(競泳・飛込) 千葉県高体連 県国際水泳場 6/25,26,27 6/13

第39回県中学校水泳競技大会（中央地区予選会） 千葉県小中体連 県国際水泳場 7/4 6/17

第84回千葉県選手権水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 県国際水泳場 7/10,11 6/4

第41回県民体育大会二部水泳競技大会 （公財）千葉県体育協会 県国際水泳場 7/10,11 6/2

第25回館山オープンウォータースイムフェスティバル 館山OWS実行委員会 館山北条海岸 7/18

令和3年度千葉県中学校水泳競技大会兼全国中学校千葉県予選会 千葉県小中体連 県国際水泳場 7/22,23,24 7/6

2021年度第2回ジュニア公認記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 7/25 7/10

千葉県ジュニア夏季チャレンジ記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 7/25 7/25

第75回千葉県中学校総合体育大会 千葉県小中体連 県国際水泳場 7/30,31 7/20

第21回千葉県ジュニアカップ水球大会 水球委員会 幕張総合高校 7/31,8/1 7/21

第51回千葉県高等学校選手権水泳競技大会 千葉県高体連 県国際水泳場 8/23,24 8/3

第71回千葉県民体育大会水泳競技大会 （公財）千葉県体育協会 県国際水泳場 8/29 7/21

第39回千葉県AS・リズム水泳ルーティーン競技会 AS委員会 県国際水泳場 9/23 8/23

第32回千葉県中学校新人水泳競技大会 千葉県小中体連 県国際水泳場 9/12 9/1

第52回千葉県高等学校新人水泳競技大会（水球） 千葉県高体連 県国際水泳場 9/20,21 9/5

第52回千葉県高等学校新人水泳競技大会（競泳） 千葉県高体連 県国際水泳場 9/17,18 9/5

第39回千葉県スプリント選手権水泳競技大会 県水連千葉日報 県国際水泳場 9/25,26 9/2

第22回千葉県学童学年別水泳競技大会 ジュニア部会 県国際水泳場 10/ 9,10 9/29

2021年度第44回JOCｶｯﾌﾟ春季水球競技千葉県予選会 水球委員会 県立幕張総合高校 10/17 10/1

第25回千葉マスターズ水泳競技大会 マスターズ部会 県国際水泳場 10/16,17

第26回千葉県秋季水泳競技大会 （一社）千葉県水泳連盟 県国際水泳場 10/23,24 9/30
第8回千葉県国際総合水泳場ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ水泳競技大会兼千葉県ｼﾞｭﾆｱBC級水泳競技大会 県国際水泳場県水連 県国際水泳場 11/23 11/4

2021年度第3回ジュニア公認記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 12/12 11/20

2021年度第39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 県国際水泳場 1/ 8, 9 12/11

第23回ＣＭＣ新年フェスティバル水泳競技大会 マスターズ部会 県国際水泳場 1/15,16

第51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 県国際水泳場 1/22,23 1/5

第12回千葉県オープン水泳競技大会 ジュニア部会 県国際水泳場 1/29,30 1/8

2021年度第4回ジュニア公認記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 2/6 1/22

2021年度　ASバッジテスト AS委員会 県国際水泳場 2/11 1/11

2021年度第5回ジュニア公認記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 2/27 2/5

千葉県ジュニア春季チャレンジ記録会 ジュニア部会 県国際水泳場 2/27 2/27

千葉県ジュニアＢＣ級水泳競技大会 ジュニア部会 県国際水泳場 3/20 2/26

2021年度　千葉県内競技会日程       2021.4.18
要項　１



要項　２

  講習会・研修会
（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 4/25

（一社）千葉県水泳連盟競技役員養成講習会 （一社）千葉県水泳連盟 5/29

（一社）千葉県水泳連盟AS競技役員養成講習会 （一社）千葉県水泳連盟 5/16

練習会
事業名 対象(人数) 期日

ジュニアサポート・春 新中３・高１（２０） 4/1～4

ジュニア選手国体選手強化サポート練習 中１～成年（８０） 5/1～5

ジュニア選手国体選手強化サポート練習 中１～成年（８０） 8/3～13

ジュニア選手国体選手強化サポート練習 中１～成年（８０） 8/30

ジュニア選手国体選手強化サポート練習 中２～成年（８０） 3/31

国体合宿　 国体選出選手（５０） 8/30～9/8

ジュニアサポート・冬 中高校生（６０） 12/25～29

国体候補合宿 中１～成年（３０） 12/25～29

OWSジュニア選手研修合宿 原則　中１～高３(２０) 8/28,29,30

小学生強化練習会 小４～小６（男女５） 6/26,27

小学生強化練習会 小４～小６（男女５） 10/15～17千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉県国際総合水泳場

千葉県国際総合水泳場

千葉県国際総合水泳場

館山北条海岸・市営50mﾌﾟｰﾙ

千葉：千葉県国際総合水泳場

場所

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

千葉：千葉県国際総合水泳場

　水球　ジュニア選手国体選手強化サポート練習 千葉：千葉県国際総合水泳場

4/4,25,29
5/8  6/22,23
12/24-27
1/5  2/5
3/20,21

4/4,10,24
5/1,2,8,15,29
6/12,19
8/11,12
9/4

　ＡＳ　ジュニア選手国体選手強化サポート練習 千葉：千葉県国際総合水泳場

　飛込　ジュニア選手国体選手強化サポート練習 千葉：千葉県国際総合水泳場

4/10,24,25,29
5/1,16,29,30
6/12,19
12/18,19,25-27



要項　３

2021. 4.18
競技会  

主催 期日

（一社）日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会 4/17,18

（公財）日本水泳連盟 5/30

関東水泳連絡協議会 6/12.13

女子 6/19,20

男子 6/26,27

日水連関東高体連 7/20,21,22

日水連関東高体連 7/18,19

日水連関東高体連 7/17,18,19

C･E 神奈川:ﾄｯｹｲｾｷｭﾘﾃｨ平塚総合体育館温水ﾌﾟｰﾙ 6/12

A･B 神奈川:日体大健志台ﾌﾟｰﾙ 7/26,27

（公財）日本水泳連盟 7/3,4

（公財）日本水泳連盟 7/24,25

関東中体連 8/7,8.9

関東水泳連絡協議会 11/28

講習会

（公財）日本水泳連盟 2022.3.6

（公財）日本水泳連盟 4/18

研修合宿

（公財）日本水泳連盟 12/17～22

（公財）日本水泳連盟 12/17～22

普及委員長会議

（公財）日本水泳連盟 11月27日

水球予選会 未定

男子

女子

男子

女子

Ａ

Ｂ

Ｃ

関東地域連絡協議会

第１回 4/17（土）

第２回 6/26（日)

第３回 7/20（火）

第４回 11/26（金）

第５回 11/28（日）

第６回 3/12（土）

年度当初事務連絡会 栃木：栃木県総合運動公園

日本水泳連盟評議員会 東京：

日本水泳連盟評議員会 東京：

第71回関東高等学校選手権水泳競技大会 栃木：

　関東高体連委員長会議 千葉：ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝﾀﾜｰ幕張

日本水泳連盟地域会議 茨城：

全日本ユース（U15)　桃太郎カップ　関東予選会 （公財）日本水泳連盟

全国ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ春季関東地域予選会 （公財）日本水泳連盟

全日本ジュニア（U17)かしわざき潮風カップ　関東予選会 （公財）日本水泳連盟

関東地区水球審判講習会 リモート

国体関東ブロック大会　　　　　　　  　（水球） （公財）日本水泳連盟 栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館

　　　　同　　上　　　　　　　　　　　（水球） 栃木：埼玉大宮公園ﾌﾟｰﾙ

全国ＪＯＣｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ夏季関東地域予選会（水球） （公財）日本水泳連盟

2021年度　関東地域　日程

第72回関東高等学校選手権水泳競技大会　 (競泳) 栃木：栃木県総合運動公園東ｴﾘｱ

　　　　同　　上　　　　　　　　　　　（飛込） 栃木：青木町公園ﾌﾟｰﾙ

国体関東ブロック大会　　　　　　（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ） 栃木：栃木県立温水ﾌﾟｰﾙ館

第43回関東地域春季水泳競技大会（水球） 茨城：山新ｽｲﾐﾝｸﾞｱﾘｰﾅ

会場

日本マスターズ短水路水泳競技大会 千葉：千葉県国際総合水泳場

行事名

山梨：

　　　　　同　　上　　　　　　　　　（ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ） 神奈川：横浜国際ﾌﾟｰﾙ

　　　同　　上　　　　　　　　　　　（飛込） 神奈川：群馬関水電業敷島ﾌﾟｰﾙ

南関東ﾌﾞﾛｯｸｼﾞｭﾆｱ選手研修合宿 山梨：千葉県国際総合水泳場

第42回関東中学校水泳競技大会 神奈川：横浜国際ﾌﾟｰﾙ

関東ブロック競技役員講習会 栃木：栃木県総合運動公園東ｴﾘｱ

関東ﾌﾞﾛｯｸ普及委員長会議

第24回13・15歳ソロ・デュエット大会関東ブロック予選 神奈川：横浜国際ﾌﾟｰﾙ

北関東ﾌﾞﾛｯｸｼﾞｭﾆｱ選手研修合宿 群馬：関水電業敷島ﾌﾟｰﾙ


