
２０１９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 　●←OWS講習会 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１４日 ３月２９日 県水泳連盟
□←日本選手権広島県予選会(2019．3.31) 　 広島県室内学童選手権 広島県立総合体育館プール ５月１９日 ４月１７日 県水泳連盟

　　競技役員講習会（福山）→● 中国春季水泳競技大会 広島市総合屋内プール ５月２５・２６日 ５月１日 県水泳連盟
もみじＣＵＰ 広島市総合屋内プール ６月８・９日 ５月８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７日 ６月１２日 県水泳連盟
　       国体県予選・県選手権→○ 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１３・１４日 ６月１２日 県水泳連盟

　競技役員講習会（広島）→ ● 　 広島県学童選手権水泳大会 広島市総合屋内プール ８月１７・１８日 ７月１７日 県水泳連盟
  ◎←県学生選手権 中国小・中学高校選手権大会 広島市総合屋内プール ９月７・８日 ８月７日 県水泳連盟

  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 １０月１４日 ９月２７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３日 １０月９日 県水泳連盟

　 広島県マスターズ冬季大会 広島県立総合体育館プール ２０２０．２月１６日 ２０２０．１月２２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 ２０２０．２月２３日 ２０２０．１月２９日 県水泳連盟

  ◎←中四国身障者 中国五県対抗 広島市総合屋内プール ６月２９・３０日 ６月３日 中国五県水連

広島県小学校総合体育大会 広島市総合屋内プール ７月２７日 ６月２８日 県小体連
広島県中学校選手権 福山市緑町公園総合屋内競技場 ７月２０・２１日 ６月２１日 県中体連
広島県中学校総合体育大会 広島市総合屋内プール ８月３１日・９月１日 ８月１日 県中体連

　   ◎←室内夏季(JO予選) 中国中学水泳競技選手権大会 鳥取・米子市営東山水泳場 ８月３・４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１・２日 ５月１５日 県高体連

　△←県選手権・県中学選手権 広島県高校選手権 福山市緑町公園総合屋内競技場 ６月２２・２３日 ６月１２日 県高体連
 　◎←中国地区高専 　　市ライオンズカップ→◎ 広島県高校新人水泳大会 広島県立みよし公園プール ９月２８・２９日 ９月１１日 県高体連

中国高校選手権 山口・山口きらら博記念公園水泳プール ７月１９～２１日 中国高体連
  　　県小学総体→◎ 中国高等学校新人水泳競技選手権大会 山口・山口きらら博記念公園水泳プール １０月１９・２０日 中国高体連

広島県学生選手権 修大フォーラムプール ５月１２日 ４月１９日 学生委員会
◎県中学 中国五大学学生競技大会 広大プール ７月６日・７日 学生委員会

修道大学学長杯 修大フォーラムプール ８月３日 ７月１２日 学生委員会
  中四国学生春季記録会 修大フォーラムプール ２０２０．３月１日 ２０２０．２月７日 学生委員会

○桃太郎 中四国身体障害者水泳選手権大会 市心身障者福祉センタープール ６月２日 ４月１１日 中四国身障者水連

　◎←修道学長杯 カップ 広島市ライオンズカップ 広島市総合屋内プール ７月２８日 ７月３日 市水泳連盟
広島市選手権大会 修大フォーラムプール １１月１０日 １０月９日 市水泳連盟

◎日本SM 中国地区高等専門学校体育大会 福山市緑町公園総合屋内競技場 ７月６日 高等専門学校
総体 　 　 ☆←県游泳選手権 全国高等専門学校水泳競技大会 広島市総合屋内プール ８月２４・２５日 全国高等専門学校

　  国民体育大会(ひたちなか)→□ 　□←日本学生(ＭＣ)(横浜) 新年フェスティバル 広島県立総合体育館プール ２０２０．1月１８・１９日 １２月１１日 ＳＣ協会
 

中国予選 　国民体育大会(潮来)→★ 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２６日 ５月１０日 県水泳連盟
(鳥取) 　★←日本選手権(　　) 中国五県対抗 県立広島工業高校プール ６月２２・２３日 ６月６日 中国五県水連

　 ＪＯ夏季予選 倉敷・児島地区公園水泳場 ７月１３・１４日 中国五県水連
(長良川) ミニ国体 島根・江津市民プール ８月３・４日 中国五県水連

　 　◎←学童学年別，泳力検定 全日本ユース（U15）桃太郎カップ中国予選会 鳥取・鳥取中央育英高校プール ８月３１日・９月１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 １１月１６・１７日 １０月１１日 中国五県水連

ＪＯ春季予選 山口・山口きらら博記念公園水泳プール ２０２０．２月１～２日 中国五県水連

月 広島県高校総合体育大会 県立広島工業高校プール ５月２５・２６日 ５月１５日 県高体連
県高校選手権 県立広島工業高校プール ６月１５・１６日 ６月７日 県高体連

　◎←県マスターズ秋 　◎←市選手権 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２１・２２日 ９月１３日 県高体連
11 　 　●←指導員研修会 中国高校水泳選手権 山口・山口きらら博記念公園水泳プール ７月２２～２４日 中国高体連
月 中国高等学校新人水泳競技選手権大会 山口・山口きらら博記念公園水泳プール １０月１２・１３日 中国高体連

広島県選手権 広島市総合屋内プール ７月７日 ６月２１日 県水泳連盟
12 　□←13～15歳S・D県予選会 　 中国五県対抗 福山市緑町公園総合屋内競技場 ６月１５・１６日 ６月１２日 中国五県水連

月   ＪＯ予選 鳥取・米子市営東山水泳場 ７月２０・２１日 中国五県水連

中国高校水泳選手権大会 鳥取・米子市営東山水泳場 ７月２０・２１日 中国高体連１
　
月

広島県中学選手権大会 広島市総合屋内プール ７月７日 ６月２１日 県中体連
1 　 　　

月 　□←13～15歳S・D(横浜) 日本選手権広島県予選会 広島県立総合体育館プール ２０１９．３月３１日 ２０１９．３月２２日 県水泳連盟
　□←ナショナルトライアル(横浜) １３-１５歳ソロ・デュエット広島県予選会 広島県立総合体育館プール １２月７日 １１月２３日 県水泳連盟

中国五県対抗兼チャレンジカップ予選会 広島市総合屋内プール ６月２３日 ６月７日 中国五県水連

　  　　 　県マスターズ冬→◎   ◎←室内春季(JO予選) ミニ国体兼国体予選兼ＪＯ予選会 島根・島根県立水泳プール ７月１４・１５日 中国五県水連

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１５日 県水泳連盟
　◎←中四国学生記録会

OWS講習会 広島県立総合体育館会議室 ４月２０日 ４月１０日 県水泳連盟
　 競技役員講習会 福山　/　広島 ４月２１日 / ５月１１日 ４月５日 県水泳連盟

基礎指導員講習会 広島県立総合体育館会議室・プール ９月２８・２９日・１０月１９・２０日 ８月３０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 泳力検定会 ＫＳＧ広島ミドリスイミングクラブ １０月１４日 ９月２７日 県水泳連盟

指導員研修会 広島県立総合体育館会議室・プール １１月２４日 １１月１日 県水泳連盟
コーチ研修会 ＴＫＰガーデンシティー ２０２０．１月２５日 県水泳連盟
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