
                                             ２０１７年９吉日 

 

関係学校長 様 

関係所属長 様 

 

                          一般社団法人愛知水泳連盟 

会   長 箕輪田 晃 

                             競泳委員長 小池 隆治 

 

 

秋季ジュニア（小学生・中学生）練習会開催について 

 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は、当水泳連盟の活動に対しまして、ご理解とご協力をいた

だき厚くお礼申し上げます。 

 さて、2017年度競泳委員会強化事業「秋季ジュニア練習会」を開催いたします。対象となる選手（小学生）は2017

年度の愛知県強化指定選手・夏季JO個人出場者、中学生（1・2年生）は2017年度強化指定選手及び全国中学・夏季

JO個人出場者が対象となります。 

つきましては、下記のように実施いたしますので指導者並びに選手の派遣についてご配慮くださいますようお願いい

たします。 

記 

 

１．主  催    （一社）愛知水泳連盟 

 

２．主  管    （一社）愛知水泳連盟 競泳委員会 

 

３．期  日   10月21日（土）28日（土） 

【小】集合7：30（受付7：15）8:00～10:30、13:00～15:30、15:45 ～16:45（ドライ）解散17：00 

      【中】集合9：00（受付8：45）9:30～10:15（ドライ）、10:30～13:00、15:30～18:00 解散18：15 

 

10月22日（日） 

【小】集合9:30（受付9:15）10:00～12:00、14:00～16:00、16:15 ～17:00（ドライ）解散17：00 

      【中】集合10:30（受付10:15）10:45～11:30（ドライ）、12:00～14:00、16:00～18:00 解散18：15 

 

４．参加者     別紙にて 

          ※別紙は9月20日現在のものですが、漏れや誤り等がございましたらご連絡ください。 

          ※なお、中部日本ジュニア選手権において強化指定標準タイム及び本年度夏季 JOの標準タイム

を突破しても参加可能ですので参加を希望する選手は申し込んでください。 



５．練習会場    春日井温水プール 

          受付は正面玄関前にて行います 

          ※会場への問い合わせはご遠慮ください 

 

６．持ち物     水泳用具（パドル、プルブイ、ビート板、フィンなど）、ストレッチマット、 

昼食・補給水は各自で準備してください 

同意書 

 

７．負担金     1日につき2,000円 

 

８．指導者     ヘッドコーチ 藤森俊英（五条高校） 

コーチ    （一社）愛知水泳連盟競泳委員 

総務     八神慎介（愛知淑徳高等学校） 

 

９．申込方法    別紙申込用紙にて必要事項を記入し10月13日（金）までにFAXまたは郵送で申込んで下さい 

  （参加人数が各所属複数人いる場合はコピーをお願いします） 

  ※小学生は小学生用で、中学生は中学生用でお願いします 

  ※所属コーチの参加を歓迎いたします（印鑑をお持ちください） 

  ※所属コーチ1名参加につき（コーチ参加日に限る）1名の推薦選手を参加させることができま 

すが推薦選手には支給品はありません。 

 

  申込先 

  総務 八神 慎介 宛  FAX 052－783－1632 

              住所 〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘23 愛知淑徳高等学校 

 

10．その他     ・正面玄関前での車の乗り降りは一般の迷惑になる他、大変危険が伴いますので必ず駐車場（プ

ールに近い方）で乗り降りしてください。 

・保護者の方の観覧も可能ですがお車はプール北側の道路を挟んでさらに北側へお停めください。 

･指導者の指示に従えない選手は参加資格がないものとみなし帰ってもらいます。 

･お問い合わせ等がございましたら、下記にお願いします。 

 （一社）愛知水泳連盟事務局：０５２－７５７－５０５７ 

 

以上 



2017年度　秋季ジュニア練習会　参加資格選手一覧 2017．9．20現在

中学生 小学生
性別 氏名 所属略称 学年 性別 氏名 所属略称 学年

1 男子 井上　大輔 ＪＳＳ中川 中2 JO 県A 1 男子 岡田　弘斗 コナミ豊田 小6 JO 県B

2 男子 片桐　拓海 ＢＩＧアミ 中2 JO 2 男子 大音　勇瑠 名鉄ＳＳ刈谷 小6 JO 県B

3 男子 白崎　礼人 ＮＰＯ口論義 中2 JO 県A 3 男子 尾関　啓太 ＪＳＳ比良 小6 JO

4 男子 榊原　彪馬 名鉄ＳＳ半田 中2 JO 4 男子 勝川　　優 名鉄Ｓ新瀬戸 小6 JO

5 男子 加藤　晃成 豊橋ＳＳ 中2 JO 県A 5 男子 西尾亮太朗 名鉄ＳＳ半田 小6 JO 県B

6 男子 木下　新太 ＢＩＧ東海 中2 JO 6 男子 西川　我咲 ＫＬ春日井 小5 JO 県B

7 男子 阿部　壮流 イトマン中村 中2 JO 7 男子 小野　琉星 名古屋ＳＣ 小5 JO

8 男子 成瀬　叶来 岡崎竜城ＳＣ 中2 JO 県B 8 男子 土方　遥斗 平針ＳＳ 小5 JO

9 男子 大野虎治郎 名鉄S新瀬戸 中2 県A 9 男子 松永　英明 稲沢ＳＳ 小5 JO

10 男子 金子　拳斗 尾西SS 中2 県B 10 男子 丸山　　隼 ウィル大口 小5 JO

11 男子 村佐孝太郎 名鉄SS刈谷 中2 県B 11 男子 両星　翔太 岡崎竜城SC南 小5 JO

12 男子 木下　侑馬 ＢＩＧアミ 中1 JO 県A 12 男子 堀田　武蔵 名古屋ＳＣ 小5 JO 県B

13 男子 杉浦凜汰郎 ＳＳＣ竜城 中1 JO 県B 13 男子 川平　治樹 ﾒｶﾞﾛｽ千種 小5 JO

14 男子 永坂　洋将 碧南ＳＳ 中1 JO 14 男子 大島　佑互 みなとSS 小5 県B

15 男子 坂本　琉耶 みなとＳＳ 中1 JO 15 男子 米田　愛菜 みなとSS 小5 県B

16 男子 長縄　開靖 ＳＴＡ木曽川 中1 JO 16 男子 杉浦　征典 名鉄ＳＳ半田 小4 JO 県B

17 男子 與河　大起 ｲﾄﾏﾝ春日井 中1 JO 17 男子 菱川　　槙 みなとＳＳ 小4 JO 県B

18 男子 宮﨑　　瞬 名古屋ＳＣ 中1 JO 18 男子 寺田　朝陽 東邦ＳＣ 小4 県B

19 女子 藤本　果子 名鉄Ｓ新瀬戸 中2 JO 県A 19 男子 清田　悠生 パル知立 小4 県B

20 女子 亀井　千寛 名古屋ＳＣ 中2 JO 県B 20 男子 前田　篤 アシスト蟹江 小4 県B

21 女子 與河　礼奈 ｲﾄﾏﾝ春日井 中2 JO 県B 21 男子 田中　稜大 名古屋ＳＣ 小4 県B

22 女子 榊原　妃瑛 名鉄ＳＳ半田 中2 JO 22 男子 佐藤　玄都 アシスト蟹江 小3 JO

23 女子 渡邊華奈江 豊田ＳＳ 中2 JO 県B 23 女子 倉知かのん 東邦ＳＣ 小6 JO 県A（中1）

24 女子 丸山　莉奈 ＪＳＳ比良 中2 JO 24 女子 平森　絢己 ｲﾄﾏﾝ春日井 小6 JO 県B

25 女子 高橋　佑 岡崎竜城SC南 中2 県B 25 女子 小島　光丘 東邦ＳＣ 小6 JO 県B

26 女子 石渡　　遥 名古屋ＳＣ 中1 JO 県A 26 女子 日比　千裕 名古屋ＳＣ 小6 JO 県B

27 女子 中川　果音 名古屋ＳＣ 中1 JO 県A 27 女子 高木　　愛 ウィル大口 小6 JO 県B

28 女子 芳村　りこ ＫＬ春日井 中1 JO 県A 28 女子 山本　珠佑 名鉄ＳＳ半田 小6 県B

参加資格 参加資格



29 女子 吉川　友萌 ｾﾝﾄﾗﾙ藤が丘 中1 JO 県B 29 女子 成田　早穂 コナミ豊田 小6 県B

30 女子 日極るりか ＭＹＳ名学院 中1 JO 県B 30 女子 太田　有咲 ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺 小5 JO

31 女子 藤森　真菜 ＢＩＧアミ 中1 JO 31 女子 澁谷枝実鈴 ビート守山 小5 JO

32 女子 荻原　美晴 名鉄Ｓ新瀬戸 中1 JO 32 女子 吉浜　実樂 平針ＳＳ 小5 JO

33 女子 長沼　双葉 平針ＳＳ 中1 JO 33 女子 渡辺　真央 Ｖトピア一宮 小5 JO 県B

34 女子 木下　紗希 名鉄ＳＳ岩倉 小5 JO

35 女子 山口　愛華 東邦ＳＣ 小5 JO 県B

36 女子 平井　瑞希 コパン鳴海 小5 JO 県B

37 女子 伊藤　開耶 ｾﾝﾄﾗﾙ大曽根 小5 県B

38 女子 石黒　珠瑚 上社SS 小5 県B

39 女子 古村　春奈 上社SS 小4 県B

40 女子 小寺　花南 イトマン中村 小4 県B



2017年度 秋季ジュニア練習会 健康調査票 保護者同意書 

本健康調査票及び保護者同意書は個人情報として、愛知水泳連盟及び同競泳委員会の責任の下、厳重

に管理致します。練習中は保険証または保険証のコピーを持参し各自の責任で管理して下さい。 

ふりがな 

氏名         学校名         学年   年 所属ｸﾗﾌﾞ           

 

性別 男・女  生年月日 西暦     年   月   日 血液型      平熱    ℃ 

 

身長    ㎝ 体重    ㎏ 自宅℡            緊急℡            

 

健康調査票 ＊該当箇所に○をつけ、必要事項を記入して下さい。 

１． 持病はありますか。 

なし・あり（病名・症状                                 ） 

２． 過去３ヶ月以内にかかった大きな病気・怪我はありますか。 

なし・あり（病名・症状                                 ） 

３． 薬や食べ物でじんましんやアレルギー反応を起こしたことがありますか。 

なし・あり（原因となるもの・様子                            ） 

４． 持参する常備薬がありますか。 

なし・あり（薬品名・使用目的                              ） 

５． 月経（生理）はありますか。重なりますか。ひどい月経痛はありますか。 

なし・あり（ 重なる ・ 重ならない ）（月経痛が  ひどい ・ 軽い ・ ない ） 

６． 過去にひきつけを起こしたことはありますか。 

なし・あり（いつ頃                                   ） 

７． 今年度インフルエンザに罹患しましたか。 

なし・あり（   月頃      型      ・    月頃     型       ） 

８． 健康上のことで担当者に知らせておきたいことがあればご記入下さい。 

                                             

 

参加者誓約及び保護者同意書 

 

① 2017 年度秋季ジュニア練習会（以下、練習会）参加にあたり練習中の健康管理に十分配慮し、良

好な健康状態であることを確認した上で保護者の責任及び同意の下参加致します。上記健康調査

票の記載内容に相違ありません。 

② 開催中、主催者及び指導者（コーチ）の指示に従い、練習中を含め生活面においても規則を守り、

常識ある行動を心がけます。指示に従わない、選手としてふさわしくない言動をした場合は、途

中であっても参加を中断させられる場合があることを了承します。またその場合はコーチまたは

保護者が現地へ出向き、帰宅することに同意します。 

 

 

                             平成    年   月   日 

 

選手氏名                保護者氏名                  印 


