
 2021年度新潟県水泳連盟公認競技会等一覧表(競泳)_11月-2月開催変更版

№ 大会コード 期　日 大　　　会　　　名 会　　　　　場 主　催　団　体 主　管　団　体
プール
種 別

種 別
(対象)

責任者

1 1721601 2021.04.04(日) 柏崎アクアパーク水泳記録会 柏崎アクアパーク
柏崎アクアパーク
(公財）かしわざき振興財団

柏崎水泳連盟 長水路 ジュニア 小林琢也

2 1721751 2021.05.09(日) 新潟県ミドル・ディスタンス選手権 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、長岡市水泳協会 短水路 一　般 野口　剛

3 1721602 2021.05.23（日） 新潟県ＳＣ協クラブ対抗大会 柏崎アクアパーク 新潟県ＳＣ協会 新潟県SC協会 長水路 ジュニア 伊藤信二

4 1721301 2021.05.25(火) 新潟県高等学校春季上・中越地区大会 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県高等学校体育連盟 新潟県高等学校体育連盟 長水路 高校生 三上　悟

5 1721351 2021.05.26(水)
新潟県高等学校春季新潟・下越・佐渡地区
大会

新潟市西海岸公園市営プール 新潟県高等学校体育連盟 新潟県高等学校体育連盟 短水路 高校生 三上　悟

6 1721701
2021.05.29(土)

              30(日)

新潟県選手権水泳競技大会
    兼国民体育大会新潟県代表選手選考会

ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、長岡市水泳協会 長水路 一　般 野口　剛

7 1721702 2021.06.12(土) 上越公認記録会 上越市民プール 上越水泳協会 上越水泳協会 長水路 一　般 内藤　隆

8 1721151 2021.06.13(日) 新潟県小学生室内選手権水泳競技大会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、新潟水泳協会 短水路 小学生 木村伸明

9 1721302
2021.06.18(金)

19(土).20(日)
新潟県高等学校総合体育大会水泳競技大会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟県高等学校体育連盟 新潟県高等学校体育連盟 長水路 高校生 三上　悟

10 1721201
2021.06.21(月)

　　　  　  22(火)
新潟市・下越地区中学校水泳競技大会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟県中学校体育連盟 新潟市中学校体育連盟 長水路 中学生 畠山　淳

11 1721203
2021.06.23(水)

　　　  　  24(木)
中越地区中学校水泳競技大会 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県中学校体育連盟 中越地区中学校体育連盟 長水路 中学生 星野亜紀子

12 1721202
2021.06.25(金)

　　　  　  26(土)
上越地区中学校水泳競技大会 上越市民プール 新潟県中学校体育連盟 上越地区中学校体育連盟 長水路 中学生 内藤　隆

13 1721604 2021.06.27（日）
第45回JSCA信越ブロック小学生学年別水泳
競技大会

柏崎アクアパーク 日本ＳＣ協信越支部事業企画委員会 日本SC協信越支部事業企画委員会 長水路 ジュニア 伊藤信二

14 1721752 2021.07.11（日） 新潟県ＳＣ協Ａ級大会 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県ＳＣ協会 新潟県SC協会 短水路 一　般 伊藤信二

15 1721753 2021.07.11（日） 新潟県ＳＣ協Ａ級大会　チャレンジミート ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県ＳＣ協会 新潟県SC協会 短水路 一　般 伊藤信二

16 1721101 2021.07.18(日)
ＮＳＴ新潟県小学生選手権水泳大会
　兼全国ＪＯＣカップ夏季大会県予選会

新潟市西海岸公園市営プール ＮＳＴ、新潟県水泳連盟、新潟水泳協会 新潟県水泳連盟、新潟水泳協会 長水路 小学生 木村伸明

17 1721204
2021.07.24（土）

　　　 　　25（日）
新潟県中学校総合体育大会水泳競技大会 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県中学校体育連盟 新潟県中学校体育連盟 長水路 中学生 渡邊邦博

18 1721703 2021.07.25(日)
佐渡地区選手権水泳競技大会
　兼佐渡地区学童泳力テスト・検定会

金井運動公園プール 佐渡水泳連盟 佐渡水泳連盟 長水路 一　般 土屋智栄

19 1721103 2021.08.08(日) ＢＳＮ少年少女水泳大会 ダイエープロビスフェニックスプール ＢＳＮ新潟放送、新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、長岡市水泳協会 長水路 小学生 野口　剛

20 1721704 2021.08.22(日) 上越選手権水泳競技大会 上越市民プール 上越水泳協会 上越水泳協会、新井水泳協会 長水路 一　般 内藤　隆
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21 1721205 2021.09.01(水) 上越地区中学校合同新人水泳競技大会 上越市民プール
上越市、妙高市、糸魚川市
　各中学校体育連盟

上越市中学校体育連盟 長水路 中学生 内藤　隆

22 1721206 2021.09.09(木) 中越地区中学校合同新人水泳競技大会 ダイエープロビスフェニックスプール 長岡市三島郡中学校体育連盟 長岡市三島郡中学校体育連盟 長水路 中学生 野口裕太

23 1721303 2021.09.17(金) 新潟県高等学校秋季地区大会 ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県高等学校体育連盟 新潟県高等学校体育連盟 長水路 高校生 三上　悟

24 1721754 2021.09.19(日) 水夢ランドあらい秋季公認記録会 水夢ランドあらい 新井水泳協会 新井水泳協会 短水路 一　般 堀川敏治

25 1721251 2021.09.29(水) 新潟市中学校新人水泳競技大会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟市中学校体育連盟 新潟市中学校体育連盟 短水路 中学生 畠山　淳

26 1721705 2021.10.24(日)
にいがたOPEN　河本耕平CUP
新潟県スプリント選手権水泳競技大会

ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、長岡市水泳協会 長水路 一　般 野口　剛

新
規
1721765 2021.11.14(日) 新潟県公認水泳記録会(6～8級) ダイエープロビスフェニックスプール 久保田武

新
規
1721766 2021.11.21(日) 新潟県公認水泳記録会(8級以上) ダイエープロビスフェニックスプール 遠藤雄一

27 1721755
2021.11.21(日

中止
 新水協親善公認記録会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟水泳協会 新潟水泳協会 短水路 一　般 石見鉄夫

28 1721756
2021.11.21(日)

中止
 長岡市水泳協会親善公認記録会 ダイエープロビスフェニックスプール 長岡市水泳協会 長岡市水泳協会 短水路 一　般 遠藤雄一

変
更

未公認
2021.11.28(日)

11/14から日程変更
新潟県SC協会BC級大会(1～5級) ダイエープロビスフェニックスプール 五十嵐芳和

新
規
1721767 2021.12.05(日) 新潟県冬季公認水泳記録会 ダイエープロビスフェニックスプール 野口剛

29 1721757
2021.12.05(日)

中止
 JSSフリッパーズカップ公認水泳記録会 ダイエープロビスフェニックスプール ㈱ジェイエスエス ㈱ジェイエスエス 短水路 一　般 北山俊治

30 1721758
2022.01.08(土)

中止
 長岡市新春水泳大会 ダイエープロビスフェニックスプール 長岡市水泳協会 長岡市水泳協会 短水路 一　般 遠藤雄一

31 1721653
2022.01.09(日)

～10(月)　中止
 ＪＳＣＡ新年フェスティバル新潟大会 新潟市西海岸公園市営プール

日本ＳＣ協信越支部事業企画委員会
新潟水泳協会

日本SC協信越支部事業企画委員会 短水路 ジュニア 伊藤信二

変
更

1721653
2022.01.08(土)

～09(日)

JSCA新年フェスティバル新潟大会　(6級以
上)　日程及び会場変更

ダイエープロビスフェニックスプール 猪俣幸弘

新
規

1721768 2022.01.23(日) 新潟県新春水泳大会 (1～5級) ダイエープロビスフェニックスプール 遠藤雄一

32 1721759 2022.01.23(日) 水夢ランドあらい公認記録会 水夢ランドあらい 新井水泳協会 新井水泳協会 短水路 一　般 堀川敏治

33 1721760
2022.01.30(日)

中止
 全国ＪＯＣカップ春季大会県予選会 新潟市西海岸公園市営プール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、新潟水泳協会 短水路 一　般 木村伸明

34 1721761 2022.02.06(日) 佐渡市室内水泳選手権大会 佐渡スポーツハウス 佐渡水泳連盟 佐渡水泳連盟 短水路 一　般 土屋智栄
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1721769 2022.02.13(日)
新潟県室内選手権水泳競技大会 兼
全国JOCカップ春季大会新潟県予選会
　(7級以上)　名称・日程・会場変更

ダイエープロビスフェニックスプール 遠藤雄一

35 1721762
2022.02.13(日)

中止
 長岡市室内選手権水泳大会 ダイエープロビスフェニックスプール 長岡市水泳協会 長岡市水泳協会 短水路 一　般 遠藤雄一

36 1721763 2022.02.20(日) 新潟県ＳＣ協チャンピオンシップ ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県ＳＣ協会 新潟県SC協会 短水路 一　般 伊藤信二

37 1721764 2022.02.20(日)
新潟県ＳＣ協チャンピオンシップ
　　　　　  チャレンジミート

ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県ＳＣ協会 新潟県SC協会 短水路 一　般 伊藤信二

38 1721706
2022.03.05(土)

～06(日)

にいがたOPEN
　 中村真衣カップ水泳競技大会

ダイエープロビスフェニックスプール 新潟県水泳連盟 新潟県水泳連盟、長岡市水泳協会 長水路 一　般 野口　剛

※ジュニア＝高校生以下で複数の種別がある競技会。
※一般＝大学生以上の参加者が見込める競技会。
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