
202２年度 一般社団法人日本パラ水泳連盟関連行事日程（予定） 
20220302 現在 

1． 国内大会 

日本パラ選手権はこれらの指定大会のいずれかに出場し、それぞれの参加標準記録を上回ること、かつ連盟の認定したクラスを持っていることが参加条件になります。 

種別 行事名 期日 会場 参加資格・対象地域 問い合わせ先、担当者等 

地域主催

大会★ 

第 32 回東北身体障

がい者選手権水泳競

技大会 

6 月５日（日） 

宮城県総合運動公園 

セントラルスポーツ 

宮城 G21 プール 

東北身体障がい者水泳連盟登録者 

宮城県障害者スポーツ協会気付 

東北障がい者水泳大会事務局 

Mail kensupo1988@poplar.ocn.ne.jp 

地域主催

大会★ 

第 3６回関東身体障

がい者水泳選手権大

会 

2023 年 1 月または

2 月（予定） 
神奈川県内 

関東身体障がい者水泳連盟登録者

（他地域の日本パラ水泳連盟登録者

は参加可） 

関東身体障がい者水泳連盟 

http://www.kanto-sfd.com/ 

問い合わせメニューより 

地域主催

大会★ 

第 29 回中部障がい

者水泳記録会 
7 月 10 日（日） 

名古屋市障害者スポー

ツセンター（短水路） 

中部障がい者水泳連盟登録者（他地

域の日本パラ水泳連盟登録者は参加

不可） 

中部障がい者水泳連盟事務局 

担当：志賀 携帯 090-9911-1665 

FAX 0562-85-1299 

※中部障がい者水泳選手権大会は中止 

地域主催

大会★ 

第 33 回近畿身体障

がい者水泳選手権大

会 

６月 19 日（日） 

滋賀県立障害者福祉セ

ンター内温水プール 

（短水路） 

近畿身体障がい者水泳連盟登録者

（他地域の日本パラ水泳連盟登録者

は参加不可） 

近畿身体障がい者水泳連盟 

担当：冨築 

Mail support@kparaswim..jp 

 FAX 072-296-6313 

地域主催

大会★ 

第 26 回中国四国身

体障害者水泳選手権

大会 

6 月 5 日（日） 

広島市心身障害者 

福祉センタープール 

（短水路） 

中国四国身体障害者水泳連盟登録者

（他地域の日本パラ水泳連盟登録者

は参加不可） 

中国四国身体障害者水泳連盟 

担当：崎本 

TEL 090-7377-4177 

Mail r.sakimoto0107@gmail.com 

地域主催

大会★ 

第 33 回九州障がい

者水泳選手権大会 

6 月 19 日（日） グローバルマーケット

アクアパーク桃園 

（短水路） 

九州障がい者水泳連盟登録者（他地

域の日本パラ水泳連盟登録者は参加

不可） 

九州障がい者水泳連盟事務局  

担当：平川、FAX 097-576-8216 

Mail jimukyoku@oitaparaswim.com 

日本連盟

主催大会 

202２ジャパンパラ

水泳競技大会 

９月１７日（土）〜 

19 日（月） 

横浜国際プール 

（長水路） 

日本パラ水泳連盟登録者、指定地域

大会で JP 大会参加標準記録を上回っ

た者 

公益財団法人日本パラスポーツ協会 

TEL 03-5939-7021 

FAX 03-5641-1213 

日本連盟

主催大会 

第 39 回日本パラ水

泳選手権大会 

11 月１２日（土）〜

13 日（日） 

長野県アクアウイング 

（長水路） 

日本パラ水泳連盟登録者、指定地域

大会で日本選手権参加標準記録を上

回った者 

第 3９回日本パラ水泳選手権大会実行委

員会事務局 

日本連盟

主催大会 

2023 パラ水泳春季

記録会 

2023 年 3 月 4 日

（土）〜5 日（日） 

静岡県富士水泳場 

（長水路） 

日本パラ水泳連盟登録者、指定大会

で記録会参加標準記録を上回った者 

2023 パラ水泳春季記録会実行委員会事

務局 

2． その他大会 

種別 行事名 期日 会場 参加資格・対象地域 問い合わせ先、担当者等 

地域主催 

大会★ 

2022 関東パラ水泳

記録会 
6 月 5 日（日） 

小豆沢体育館 

AZU Pool（短水路） 

関東連盟登録者（他地域の日本パラ 

水泳連盟登録者は参加可） 

関東身体障がい者水泳連盟 

http://www.kanto-sfd.com/ 

問い合わせメニューより 

地域主催

大会★ 

東北パラ長水路水泳

選手権大会 
6 月 19 日（日） 

宮城県総合運動公園 

セントラルスポーツ 

宮城 G21 プール 

東北身体障がい者水泳連盟登録者 東北身体障がい者水泳連盟 

地域主催

大会★ 

秋季東北パラ水泳選

手権大会 
11 月 27 日（日） 盛岡市立総合プール 東北身体障がい者水泳連盟登録者 東北身体障がい者水泳連盟 

 

3． 地域連盟主催普及合宿 

種別 行事名 期日 会場 参加資格・対象地域 問い合わせ先、担当者等 

普及合宿 普及合宿（東地区） 未定 
群馬県立ふれあいスポ

ーツプラザ（予定） 

日本パラ水泳連盟登録者（地域制限

なし） 

関東身体障がい者水泳連盟 

kantosfd@yahoo.co.jp 

普及合宿 普及合宿（西地区） 
2023 年 3 月 25 日

（土）〜26 日（日） 

ファインプラザ大阪 

（予定） 

日本パラ水泳連盟登録者（地域制限

は懸案中） 

近畿身体障がい者水泳連盟 

Mail:support@kparaswim.jp: 

FAX 072-296-6313 

普及合宿 普及合宿（南地区） 未定 未定 日本パラ水泳連盟登録者（九州内） 
九州障がい者水泳連盟事務局 

TEL 080-3223-3177 

 

4． 研修会 

種別 行事名 期日 会場 参加資格・対象地域 問い合わせ先、担当者等 

指導者養

成研修 

JPSF 公認障がい者

水泳指導員資格修得

講習会 

（初級 Step1・2） 

2023 年 1 月頃未定 未定 

障がい者の水泳指導を希望する方 

定員を超えた場合、連盟登録団体か

らの推薦者を優先 

一般社団法人日本パラ水泳連盟事務局

（要項は 12 月頃 HP 掲載予定） 

指導者養

成研修 

JPSF 公認障がい者

水泳指導員資格修得

講習会（中級） 

未定 未定 
JPSF 公認障がい者水泳指導員資格

所持者 
一般社団法人日本パラ水泳連盟事務局 

競技役員

養成研修 

JPSF 公認競技役員

養成研修会 
未定 未定 

JPSF 公認競技役員の資格取得を希

望する方 
一般社団法人日本パラ水泳連盟事務局 

 

5． 連盟関連の国際大会 

種別 行事名 期日 開催地 

国際大会 
2022WPS ワール

ドシリーズ 
4 月から アメリカなど 

世界選手

権 

2022 パラ水泳世界

選手権大会 

6 月 12 日 

～６月 18 日 
マデイラ・ポルトガル 

アジア 

パラ 

杭州2022アジアパ

ラ競技大会 

10 月 9 日 

〜10 月 15 日 
杭州・中国 

 

6． 強化育成指定選手合宿（期日、場所などは別途対象者に連絡） 

種別 実施回数（概ね） 対象者 

日本代表・強化指定選手合宿 12 回/年 2022 日本代表選手および強化指定選手 

育成指定選手合宿 6 回／年 育成 S・A・B 指定選手 

発掘育成キャンプ各エリア 未定 発掘選手認定者 

発掘中央キャンプ 未定 発掘選手認定者 

J-STAR5 期生合宿 ５～6 回／年 J-STAR 認定者 

 

7． 関連大会 

種別 行事名 期日 会場 参加資格・対象地域 

関連大会 
第 2２回全国障害者

スポーツ大会 

10 月 2９日（土）〜

３１日（月） 
栃木県 

選手選考は、各都道府県・指定都市

によります 

 

mailto:support@kparaswim..jp
mailto:support@kparaswim.jp

