
２０２３(令和５)年度　　　　　　日本・中国五県・広島県競技日程　

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 大　　会　　名 会　　場 期　　日 締 切 日 備  考
　 　◎←学童学年別

　   　□←バッジテスト 　 　　競技役員講習会（福山）→● 広島県学童学年別合同記録会 ＫＳＧ広島ミドリスイミングクラブ ４月９日 ３月２２日 県水泳連盟
　 　 　　競技役員講習会（広島）→● 広島県室内学童選手権 広島県立みよし公園プール ５月１４日 ４月１７日 県水泳連盟

中国春季水泳競技大会 広島市総合屋内プール ５月２７・２８日 ４月２４日 県水泳連盟
　　　チャレンジカップ→□ もみじＣＵＰ 広島市総合屋内プール ６月１０・１１日 ５月１０日 県水泳連盟

   ◎←室内学童   室内夏季水泳大会（ＪＯ予選） 広島県立みよし公園プール ７月２日 ６月５日 県水泳連盟
　 　 　      国体広島県予選・広島県選手権 広島市総合屋内プール ７月８・９日 ６月１２日 県水泳連盟

    ◎←県学生選手権       国体県予選・県選手権→○ 広島県学童選手権水泳大会 広島市総合屋内プール ８月１９・２０日 ７月１８日 県水泳連盟
  中国小・中学高校選手権大会 広島市総合屋内プール ９月１６・１７日 ８月２１日 県水泳連盟

  広島県学童学年別合同記録会 府中スイミングクラブ １０月２９日 １０月２日 県水泳連盟
　 広島県マスターズ秋季大会 広島県立総合体育館プール １１月５日 ９月２５日 県水泳連盟

ジュニア公認記録会 呉市営プール １１月１２日 １０月９日 県水泳連盟
　 室内春季水泳大会（ＪＯ予選） 広島県立総合体育館プール 2024．２月１７・１８日 2024．１月２２日 県水泳連盟

 　中四国身体障害者→◎ 広島県マスターズ冬季大会 広島県立総合体育館プール 2024．２月２５日 2024．１月１５日 県水泳連盟
水泳の日 広島市総合屋内プール・東区スポーツセンター ８月１３日 日本水泳連盟

オーシャンズカップ(館山）→★　  　 　 中国五県対抗 島根・島根県立水泳プール ６月１７・１８日 中国五県水連

　◎←室内夏季（JO予選） 広島県小学校総合体育大会 広島市総合屋内プール ８月１１日 ７月７日 県小体連
　 　△←県選手権・県中学選手権 　　修道学長杯→◎ 広島県中学校選手権 福山市緑町公園屋内競技場 ７月２２・２３日 ６月２３日 県中体連

広島県中学校新人水泳大会 広島市総合屋内プール ９月９日 ８月２２日 県中体連
　 　　 中国中学水泳競技選手権大会 岡山・児島地区公園水泳場 ８月４～６日 中国中体連

　　 広島県高校総合体育大会 広島市総合屋内プール ６月３・４日 ５月１０日 県高体連
     広島県高校選手権 福山市緑町公園屋内競技場 ６月２４・２５日 ６月１４日 県高体連

　　市ライオンズカップ→◎　 　 広島県高校新人水泳大会 呉市営プール ９月３０日・１０月１日 ９月１３日 県高体連
中国高校選手権 岡山・児島地区公園水泳場 ７月２２～２４日 中国高体連
中国高等学校新人水泳競技選手権大会 山口・きらら博記念公園プール １０月２１・２２日 中国高体連

　 　◎←水泳の日 広島県学生選手権 修大フォーラムプール ５月１４日 ４月２１日 学生委員会
中国四国学生選手権兼中国四国国公立選手権 広島市総合屋内プール ７月１・２日(※６月３０日は公式練習) ６月９日 学生委員会

　 　◎←県小学総体 修道大学学長杯 広島修道大学フォーラムプール ７月２９日 ７月７日 学生委員会
全日本歯科学生総合大会 広島市総合屋内プール ８月６・７日(※５日公式練習) 未定 学生委員会

　 中四国学生春季記録会 広島修道大学フォーラムプール 2024．３月３日 2024．２月９日 学生委員会
←　◎ 中四国身体障害者水泳選手権大会 広島市身体障害者プール 中四国身障者水連

広島市ライオンズカップ 広島市総合屋内プール ７月３０日 ６月２８日 市水泳連盟
　◎←県中学新人 　 広島市選手権大会 広島市総合屋内プール ９月１０日 ８月９日 市水泳連盟

　☆←県游泳選手権 　 新年フェスティバル 広島県立総合体育館プール 2024．1月２７・２８日 １２月１８日 SC協会
　 　 ◎県高

　 国体広島県予選・広島県選手権 県立広島工業高校プール ５月２８日 ５月１２日 県水泳連盟
 □←日本学生(ＭＣ)(横浜) 　◎←市選手権 中国五県対抗 島根・江津市民プール ６月１７・１８日 中国五県水連

　国民体育大会(鹿児島)→□　 ＪＯ夏季予選 岡山・児島地区公園水泳場 ７月１・２日 検討中 中国五県水連

　 　★←国民体育大会(屋久島) ミニ国体 山口・きらら博記念公園プール ８月４～６日 検討中 中国五県水連

全日本ユース（U15）桃太郎カップ中国予選会 島根・江津高校プール ９月２３・２４日 検討中 中国五県水連

　   　 学童学年別，泳力検定→◎　 ＪＯ春季予選 山口・きらら博記念公園プール 2024．２月３・４日 2024．１月９日 中国五県水連

10 U17柏崎潮風カップ中国予選 広島県立総合体育館プール 2024．２月１０・１１日 2024．１月１９日 中国五県水連
校新人 広島県高校総合体育大会 県立広島工業高校プール ５月２７・２８日 ５月１０日 県高体連

広島県高校選手権 県立広島工業高校プール ６月２４・２５日 ６月１６日 県高体連
月 広島県高校新人水泳大会 広島県立総合体育館プール ９月９・１０日 ９月１日 県高体連

中国高校水泳選手権 岡山・児島地区公園水泳場 ７月１４～１６日 ６月３０日 中国高体連
　 　◎←県マスターズ秋 　◎←ジュニア公認記録会 中国高等学校新人水泳競技選手権大会 山口・西京高校プール １０月２１・２２日 ９月２９日 中国高体連

11 　 　●←指導員研修会

月 ← 広島県選手権 広島市総合屋内プール ７月１６日 ６月１６日 県水泳連盟
中国五県対抗 島根・島根県立水泳プール ６月１７・１８日 中国五県水連

ＪＯ予選 岡山・児島地区公園水泳場 ７月２２・２３日 中国五県水連

12 　 　□←13～15歳S・D,ﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ県予選会 　 中国高校水泳選手権大会 岡山・児島地区公園水泳場 ７月２２・２３日 中国高体連
月 広島県中学選手権大会 広島市総合屋内プール ７月１６日 ６月１６日 県中体連

　 　　 ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ予選 広島県立総合体育館プール ４月３０日 ４月７日 県水泳連盟
　 13～15歳S・D（TAC）→□ 13-15歳ｿﾛﾃﾞｭｴｯﾄ及びﾅｼｮﾅﾙﾄﾗｲｱﾙ予選会 広島県立総合体育館プール １２月３日 １１月１７日 県水泳連盟

ナショナルトライアル(TAC)→□ 日本選手権広島県予選 広島県立総合体育館プール 2024．３月３１日 2024．３月１５日 県水泳連盟
バッジテスト 広島県立総合体育館プール ４月１５日、2024．３月３０日 ３月２５日、2024．３月９日 中四国ブロック水連

　  　◎←県マスターズ冬 中国五県対抗及びルーティン大会 島根・島根県立水泳プール ７月２９・３０日 中国五県水連

ミニ国体兼国体予選兼ＪＯ予選会 高知・高知市東部総合運動場 ７月１５・１６日 中国五県水連

　 　　バッジテスト→□ 広島県游泳選手権 広島市総合屋内プール飛込プール ９月３日 ８月３日 県水泳連盟
   日本選手権県予選→□

　◎←中四国学生選手権 竹ケ端運動公園陸上競技場大会議室 ４月２９日
広島市総合屋内プール会議室 ４月３０日

基礎指導員講習会 広島県立総合体育館プール ９月２３・２４日・１０月１４・１５日 ８月２５日 県水泳連盟
泳力検定会 広島市総合屋内プール ８月１３日(水泳の日) 県水泳連盟

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 指導員研修会 広島県立総合体育館 １１月２６日 １１月３日 県水泳連盟
コーチ研修会 県水泳連盟

競技役員講習会（福山 / 広島） ４月１４日 県水泳連盟
３
 

月

□ﾐﾆ国兼国体予選 

兼JO予選(高知)

日本学生（TAC）→

☆日本泳法(千葉)

〇県高校新人

予選(山口)

◎全国国公立

△日本高校（宇都宮）

◎ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ（TAC）→

●基礎指導員

◎社会人選手権

← 全国中学 →

日本高校（◎江別、○札幌）

（◎・△ 高松）

講習会・研修会　(●)

(和歌山) 春季(宇都宮)

◎ 全国ジュニア春季(TAC)

★日本選手権

(館山)

◎室内春季

(JO予選)

△全国ジュニア

←　　　　◎代表選手選考会(TAC)　　　　→

←　　◎日本マスターズ(金沢)　　→

◎国体県予選

←　 　△　翼ジャパン(TAC) 　　→

○ミニ国体（山口）

←　世界選手権(福岡 ◎23～30、△14～22・HDV25～27、○16～29、□14～22、★15～20)　　→

（京都）

○ 国民体育大会（鹿児島）

←　　　　　　　　　◎世界マスターズ(九州)　　　　　　　　　→

◎日本SM

(敦賀)

競泳競技　(◎)、OWS (★)

全国ジュニア夏季（△門真、□横浜）

　25ｍ (TAC)

●基礎指導員

○日本選手権（TAC）

（□島根）

４
　
月

５
　
月

６
　
月

７
　
月

中国五県対抗

◎もみじＣＵＰ

（◎・△島根,○江津）

◎県高校総体

◎中国四国学生

兼中国四国国公立

□日本選手権(TAC)

８
　
月

◎全日本歯科学生

◎中国高校(岡山)

◎県学童

△中国高校　兼

◎県中学校選手権

◎中国中学(岡山)

９
　
月

２
月

１
月

○U1７柏崎カップ

中国予選(広島)○ ＪＯ春季

△日本学生

(長岡)

○日本学生（横浜）

△日本選手権(宇都宮)

←　　◎　日本選手権(TAC)　　→

□ﾁｬﾚﾝｼﾞｶｯﾌﾟ（TAC）

◎中国春季

中国五県対抗

県高校選手権

（◎福山、○県工）

○中国高校(岡山)

○県高校総体

日本泳法　(☆)

水　　球　(○)

飛　　込　(△)

アーティスティックスイミング　(□)

(U15)地区(島根)

　◎国民体育大会(鹿児島)

◎新年F

○全日本ジュニア(柏崎)

◎日本選手権

☆泳法研究会

中国高校新人

（◎山口、○西京）

○全日本ユース

○全日本ユース U15（倉敷）

○ 全国ジュニア春季(千葉)

△国民体育大会(鹿児島)

JO予選(（岡山)

予選 （岡山)

全国ジュニア夏季（◎TAC、○京都）

◎中国小中高

（長岡）

○JO夏季


