
大会コード
開始時間
（開会式）

県　内　・　四　国　大　会 締切日 要項 場　　所 水路

3918601 ４月２２日 （日） ＡＭ　８：４５ 第５５回高知県春季水泳競技大会 ３月２７日 くろしお 短

５月１２日 （土） ＡＭ　９：２５

５月１３日 （日） ＡＭ　９：３０

６月　３日 （日） ＡＭ１０：００ 日本マスターズ水泳短水路大会 ５月　３日 くろしお 短

3918201 ６月　９日 （土） ＡＭ　８：３０ 第７７回高知地区中学校体育大会水泳競技大会 ５月１１日 くろしお 長

６月　９日 （土） ＰＭ　１：４５

     １０日 （日） ＡＭ　９：００

3918602 ６月２４日 （日） ＡＭ　８：４５ 高知県ＳＣ選手権水泳競技大会 ５月２５日 くろしお 長

3918603 ７月　８日 （日） ＡＭ　９：１５ 第４１回全国JOC夏季水泳競技大会高知県予選会 ６月１５日 くろしお 短

７月１４日 （土） ＡＭ　９：００ 第６９回四国高等学校選手権水泳競技大会

  　１５日 （日） ＡＭ　９：００ 　　　兼　日本高校選手権大会予選会　　　　　　　　　

７月２１日 （土） ＡＭ　９：１５  高知県中学校体育大会水泳競技大会　             　

  　２２日 （日） ＡＭ　９：３０ 　　　兼  全国中学校水泳競技大会予選会

７月２８日 （土） ＡＭ　９：３０ 高知県選手権水泳競技大会　

２９日 （日） ＡＭ１０：００ 　　　兼　 国体代表選手選考会

3918213 ８月　４日 （土） ＡＭ　９：００ 第５６回四国中学校総合体育大会水泳競技大会 くろしお 長

3918101 ８月　５日 （日） ＡＭ　８：４５ 第３９回高知県学童水泳競技大会 ７月１３日 くろしお 長

８月２５日 （土） ＡＭ　８：３０

２６日 （日） ＡＭ　８：３０

3918604 ９月　９日 （日） ＡＭ　８：４０ 第３回高知県学年別水泳競技大会 ８月２４日 くろしお 長

3918608 １０月１４日 （日） ＡＭ　９：１５ 高知県ＳＣ協会　ＢＣ級大会 ９月２１日 くろしお 短

3918605 １１月１８日 （日） ＡＭ　８：４５ 高知県ＳＣ対抗水泳競技大会 １０月１８日 くろしお 短

１月１２日 （土） ＡＭ　９：２５

１３日 （日） ＡＭ　９：３０

高知県春季ジュニア水泳競技大会　　　

兼第４１回全国ＪＯＣ春季水泳競技大会高知県予選会

3918607 ２月１７日 （日） ＡＭ　９：１５ 高知県ＳＣ協会記録会 １月２５日 くろしお 短

４月２９日 （日） 高知県スポーツ少年団大会 春野室内 短

５月２７日 （日） 高知県障害者スポーツ大会 春野室内 短

９月３０日 （日） 高知マスターズ水泳大会 くろしお 短

１０月　７日 （日） ＡＭ　９：３０ 県民スポーツフェスティバル くろしお 短

１０月２８日 （日） ＳＣ四国マスターズ 石井ドーム 短

大会コード 県内・四国大会・ブロック大会 締切日 要項 場　　所 水路

６月１０日 （日） 高知県高等学校体育大会 春　　　野

７月１４日 （土） 全国ＪＯＣジュニアオリンピックカップ四国予選 徳　　　島

７月１５日 （日） 四国高等学校選手権 徳　　　島

７月２２日 （日） 高知県中学校総合体育大会 春　　　野

７月２９日 （日） 高知県選手権 春　　　野

3918701

3918113

７月　６日

アクアパレット

７月２５日 アクアパレット

3918606

平成３１年

ＳＣ新年フェスティバル

第４８回四国学童選手権水泳競技大会

短

短

長

長

くろしお

くろしお

長

長

６月１８日

飛　　　　　込
日　　　時

平成３０年度　　競　技　会　日　程　表

競 　　　　　泳

くろしお

アクアパレット

くろしお第７１回高知県高等学校体育大会水泳競技大会

四国ＳＣ対抗水泳競技大会 ４月１２日3918613

3918301

3918202 ６月１５日

５月１８日

日　　　時

長

くろしお 短

２月１０日 ＡＭ　８：４０ １月１８日（日）



５月１３日 （日） 第１１回高知県ジュニア夏季 春野室内

６月２４日 （日） 第１１回四国ジュニア春季 春野室内

７月１６日 （月） ＪＯＣ夏季四国ブロック予選（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｅ区分） 春　　　野

８月　５日 （日） 国民体育大会四国ブロック予選 春　　　野

９月３０日 （日） 全日本ユース（U-１５)四国予選会 春　　　野

１０月１４日 （日） 第１８回高知県ジュニア秋季 春野室内

１１月１８日 （日） 第１１回四国ジュニア秋季 春野室内

１２月　９日 （日） 第１８回高知県ジュニア冬季 春野室内

１月２７日 （日） ＪＯＣ春季四国予選（Ａ・Ｂ・Ｃ区分） 春野室内

２月　３日 （日） 第５回全日本ジュニア（Ｕ－17)四国予選会 香川県立

３月１０日 （日） 第１９回高知県室内選手権 春野室内

　４月　１日 （日） 日本選手権予選 広島県立プール

　５月２６日 （土）

　２７日 （日）

６月２３日 （土）

２４日 （日）

　７月１４日 （土）

１５日 （日）

１０月２１日 （日） すさきオープンウォータースイミング２０１８

水　　　　　球

国体予選・ＪＯC予選

チャレンジカップ予選
広島ビッグ
ウェーブ

大阪ラクタブ
ドームプール

須崎市大嶋海岸

関西選手権

Ｏ　  Ｗ　  Ｓ

平成３１年

くろしお

アーティスティックスイミング

主 な 全 国 大 会

大　　　会　　　名

日本選手権 ４／３～８ ［辰　巳］ ９／２１～２３ ［辰　巳］ １０／５～７ ［辰　巳］

ジャパンオープン ５／２４～２７ ［辰　巳］ － －

日本室内選手権 － ６／１５～１７ ［辰　巳］ － －

全国国公立 ８／１１・１２ ［山　口］ － － －

日本高校 ８／１７～２０ ［愛　知］ ８／１７～２０ ［愛　知］ ８／１７～２０ ［三　重］ －

全国中学 ８／１７～１９ ［倉　敷］ ８／１７～１９ ［倉　敷］ － －

チャレンジカップ － － － ８／２～５ ［尼　崎］

全国ＪＯＣ夏季 ８／２２～２６ ［辰　巳］ ８／２２～２５ ［大　阪］ ８／２２～２６ ［門　真］ ８／２２～２５ ［盛　岡］

社会人選手権 ９／１・２ ［長　岡］ － － －

日本スポーツマスターズ ９／１・２ ［平　岸］ － － －

日本学生 ９／７～９ ［横浜国際］ ９／８・９ ［福　山］ ９／７～９ ［相模原］ ９／１５ ［横浜国際］

国民体育大会 ９／１５～１７ ［敦　賀］ ９／１５～１７ ［金　沢］ ９／１１～１３ ［金　沢］ ９／１０ ［金　沢］

全国女子都道府県対抗戦 ９／１２・１３ ［金　沢］

全日本ユース（Ｕ１５） － － １２／２４～２７ ［倉敷ほか］ －

13～15歳ソロ・デュエット － － － １／２６ ［横浜国際］

ナショナルトライアル － － － １／２７ ［横浜国際］

派遣選考会 １０／２７・２８ ［辰　巳］ － － －

全日本ジュニア － － ３／１８～２１ ［柏　崎］ －

全国ＪＯＣ春季 ３／２７～３０ ［辰　巳］ ３／２９・３０ ［長　岡］ ３／２６～３０ ［千葉国際］ －

ＯＷＳオーシャンズカップ ６／２ ［館　山］

ＯＷＳ国民体育大会 ９／１２ ［若　狭］

ＯＷＳ日本選手権 ９／２３ ［館　山］

日本泳法大会 ８／１８・１９ ［鹿児島］

日本泳法研究会 ３／１６・１７ ［名古屋］

競　　泳 飛　　込 水　　球 アーティスティック

４/２７～３０ ［辰　巳］


