
Press Release
令和５年２月６日 

報道関係者各位 

世界水泳選手権 2023 福岡大会組織委員会 

２月11日より世界水泳選手権2023福岡大会のチケット先行販売を開始いたします。 

また、大会 150 日前を記念し、オリンピックメダリストや現役日本記録保持者

を講師とした水泳教室「EVERYONE MEETS THE FUTURE in 東京」を開催いたしま

すので、広報及び取材のご協力をよろしくお願いいたします。 

1. 先行販売開始日時

令和５年２月 11日（土）16時

2. 販売券種

別紙（チケット価格一覧）

3. 購入方法

インターネットのみ

※大会公式サイトより申込

4. その他

 ２月 11日(土)の 16時に

チケットページをオープン

 プレミアムチケット等から

先行抽選販売開始

 全券種販売は４月から開始

本件は東京運動記者クラブ、九州運動記者クラブ、福岡市政記者クラブ、 
熊本市政記者クラブ、鹿児島市政記者クラブ、そのほか関係媒体に配布します 

世界水泳福岡 チケット 2/11先行販売開始！！ 
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1. 概要 

日 時：令和５年２月 11 日（土）18：00 から 20：00 まで [メディア受付 17：30] 

会 場：東京辰巳国際水泳場 

内 容：水泳教室及びアスリートとのトークショー 

ゲスト：競泳オリンピックメダリスト 松田 丈志（まつだ たけし）氏 

50m 自由形 日本記録保持者 塩浦 慎理（しおうら しんり）氏 

2. 取材について 

当日の取材をご希望の方は、2 月 10 日 15：00までに下記担当者にご連絡ください。 

また、イベントレポートは大会公式ホームページにて公表いたします。 

 

＜リリースに関する問い合わせ先＞ 
世界水泳選手権福岡大会組織委員会事務局（市民局世界水泳担当） 
阿南 ・ 早田（チケット）・田辺（水泳教室）  
Tel：092-711-4624（内線 1845） Fax：092-733-5742 

大会 150 日前記念 
「EVERYONE MEETS THE FUTURE in 東京」を開催 



競技 会場 セッションタイプ 券種 価格 備考

プラチナシート(指定席) 300,000円

競泳+ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞS席最前列 全日ﾌﾘｰﾊﾟｽ(指定席) 300,000円

S席全日ﾌﾘｰﾊﾟｽ(指定席) 171,000円

競泳予選＋水球セット券(競泳:指定席/水球:自由席) 6,000円

(指定席)  高校生以下は平日半額 3,000円/4,000円 平日/休日

S席(指定席) 18,000円

A席(指定席) 14,000円

サイドS席(指定席) 8,000円

サイドA席(指定席) 4,000円

競泳+ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞS席最前列 全日ﾌﾘｰﾊﾟｽ(指定席) 300,000円

S席全日ﾌﾘｰﾊﾟｽ(指定席) 99,000円

予選 (自由席)  高校生以下は平日半額 2,000円/3,000円 ※1

エキサイティングシート(エリア指定) 10,000円

S席(指定席) 10,000円

A席(エリア指定) 8,000円

B席(エリア指定) 6,000円

サイド席(エリア指定) 4,000円

一日券(自由席)  高校生以下は平日半額 3,000円/4,000円 ※2

         競泳予選＋水球セット券(競泳:指定席/水球:自由席) 6,000円

S席(エリア指定) 5,000円

A席(エリア指定) 4,000円

B席(エリア指定) 3,500円

ゴール裏席(エリア指定) 3,000円

予選～決勝 一日券(自由席)  初日は半額 3,000円

準決勝/決勝 準決勝・決勝券(自由席) 2,000円

ﾊｲﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ
ｼｰｻｲﾄﾞももち

海浜公園
予選/決勝 (自由席) 2,000円

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ

ｽｲﾐﾝｸﾞ

ｼｰｻｲﾄﾞももち

海浜公園
決勝 (自由席) 無料

水球
マリンメッセ

福岡B館

予選～準決勝 ※3

3位決定戦/決勝

飛込
福岡県立

総合プール

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ

ｽｲﾐﾝｸﾞ

マリンメッセ

福岡A館

予選/決勝

決勝

競泳
マリンメッセ

福岡A館

予選～決勝

予選

準決勝/決勝

2/11から先行販売

別紙

注意事項
 2月11日(土)から全日フリーパスやプラチナシート等を先行抽選販売

 全券種販売は４月から開始

※1 平日の短時間セッションは価格が異なります

※2 平日予選と休日/準決勝で価格が異なります

※3 午後または夕方から観覧できるアフタヌーン券は

5月以降(仮)販売予定(1,000円/2,000円)

チケット価格一覧



  

 
 

Press Release 
【参考】大会概要 

 

■世界水泳選手権 2023 福岡大会 

World Aquatics Championships Fukuoka 2023 

（1）開催期間 

   2023 年 ７ 月 14 日(金)〜 ７ 月 30 日(日)（17 日間） 

（2）種別 

   ６種別 75種目 

  （競泳、アーティスティックスイミング、水球、飛込、 

ハイダイビング、オープンウォータースイミング） 

（3）参加人数（見込み） 

約 200 カ国・地域、約 2,400 人 

（4）会場 

   マリンメッセ福岡Ａ館・Ｂ館、福岡県立総合プール、 

 シーサイドももち海浜公園 

 

■世界マスターズ水泳選手権 2023九州大会 

World Aquatics Masters Championships Kyushu 2023 

（1）開催期間 

  2023 年 ８ 月 ２ 日(水)〜 ８ 月 11 日(金)（10 日間） 

（2）種別 

   ５種別 63種目 

  （競泳、アーティスティックスイミング、水球、飛込、オープンウォータースイミング） 

（3）参加人数（見込み） 

 約 100 カ国・地域、約 10,000 人 

（4）会場 

  【福 岡 市】マリンメッセ福岡Ａ館、福岡市立総合西市民プール、福岡県立総合プール、 

シーサイドももち海浜公園 

  【熊 本 市】熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 

  【鹿児島市】鹿児島市鴨池公園水泳プール 

 

 

 

 

 

 
 
 

マリンメッセ福岡 A館 

シーサイドももち海浜公園 

福岡市立総合西市民プール 熊本市総合屋内プール（アクアドームくまもと） 鹿児島市鴨池公園水泳プール 
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