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インターハイ（2018 彩る感動 東海総体）強化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、来年のインターハイ（2018 彩る感動 東海総体）に向けて強化練習会を開催いたします。県をあげ

て強化を計り、多くの優勝者、決勝進出者、インターハイ出場者を輩出したいと考えております。 

つきましては、高校生 2017 年度全国高校個人出場者・県高校第 8 位以内入賞者・県新人第 3 位以内入賞者、

中学生 2017 年度全国中学個人出場者・県中学第 5 位以内入賞者を対象に、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致します。 

 

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     第 1 期 10 月 28 日（土）、11 月 25 日（土）、12 月 9 日（土） 

      ※第 2 期（1 月～3 月）、第 3 期（4 月～6 月）も開催予定ですので、後日連絡させて頂きます。 

     【男子】集合・受付 7:30 8:00～9:30、11:00～13:00、13:15～14:15（ドライ）解散 14:30 

          【女子】集合・受付 8:00 8:15～9:15（ドライ）9:30～11:00、13:00～15:00 解散 15:15 

 

４．参加者      別紙にて 

           ※別紙は9月23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。 

            

５．練習会場     日本ガイシアリーナ（温水プール） 

           受付は１階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 

 

７．負担金      １日につき 2,000 円 



８．指導者      （一社）愛知水泳連盟 競泳委員 

 

９．申し込み先     別紙申込用紙にて必要事項を記入し 10 月 20 日（金）までに 

kyouei-kyougi@aichisuiren.jp に申込んでください 

※所属コーチの参加も歓迎いたします（印鑑をお持ちください） 

※別紙申込方法をご確認ください。 

 

１０．締 切 り     2017 年 10 月 20 日（金）正午必着 

 

１１．そ の 他     別紙名簿に漏れのある場合、またミスのある場合は（一社）愛知水泳連盟事務局 

までお申し出ください。 

問い合わせ先：（一社）愛知水泳連盟事務局 ℡ 052-757-5057 

 

以上 
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申込方法について 

● 申込締切日までに、必要書類と入金が確認できなければ受付が出来ませんので不備の無いよう

に、確認してからお申し込みください。 

● 健康調査書・同意書については集合時にご提出ください。 

 

負担金振込方法 

 

銀行振込：三菱東京ＵＦＪ銀行 名古屋営業部 

普通預金 ０６００７８９ 愛知水泳連盟 

 

申込書類をメールにて kyouei-kyougi@aichisuiren.jp へ送信 

 

＊振込名義 

チームでまとめて振込 ： チーム名を明記 

個 人 で 振 込  ： 個 人 名を明記 

 

申込書は上記アドレスにデータ送信 

申込金は上記口座に振込 

 

 

○ 学校登校日の参加について 

学校登校日の参加に関しては、学校長、保護者、選手と相談の上、決定してください。登校日を

欠席する場合はその旨を申込用紙にご記入ください。 

 

○ 負担金について 

申込締切後のキャンセルにつきましては理由の如何を問わず一切返金できませんのでご了承く

ださい。合宿期間中における途中離脱においても返金できません。 

 

○ その他 

体調のすぐれない選手、故障を抱えている選手、またコーチの指導に従えない選手の参加はご遠

慮ください。 

また、申込後に体調不良等、突発的な事由が発生した場合は、速やかに所属責任者より、 

（一社）愛知水泳連盟事務局にご連絡ください。 

 

 

一般社団法人 愛知水泳連盟 ℡ 052-757-5057 Fax052-757-5056 

〒464-0067 名古屋市千種区池下 1-11-21 サンコート池下 3F 

在室時間 火曜～金曜 9：30～12：30 13：30～16：30 

 

 

 



2017 年度  インターハイ（2018 彩る感動 東海総体）強化練習会 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、（一社）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。遠征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 インターハイ（2018 彩る感動 東海総体）強化練習会（以下、本練習会）参加にあたり練習会中の健康管理

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 本練習会中、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、又は代表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。 

③ インフルエンザ・ノロウイルス等と診断された場合、保護者またはコーチが現地へ出向き、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 

                                       （一社）愛知水泳連盟 

 

 



名前 学年 種目 名前 学年 種目

1 小寺健太朗 知立東 高２ 自由形 46 河合駿弥 豊城 ｱｽｶｽﾎﾟｰﾂ 中３ 自由形

2 宮本敦矢 中京大中京 KL春日井 高２ 自由形・バタフライ 47 浅野凪都 朝日丘 オリエント 中３ 自由形

3 浜田英嗣 豊川 BIG東海 高２ 自由形 48 近藤秀 刈谷東 名鉄SS刈谷 中３ 自由形

4 武田力紀 愛み大瑞穂 JSS比良 高２ 自由形 49 小林優太 高蔵寺 ビート守山 中３ 自由形

5 野口温大 豊川 BOX豊川 高２ 自由形 50 山下結生 知多中部 コパン知多 中３ 背泳ぎ

6 笠島大雅 豊川 KL春日井 高２ 自由形 51 武田守運 山田東 JSS比良 中３ 背泳ぎ

7 伊藤巧 中京大中京 コナミいりなか 高２ 自由形 52 稲葉龍騎 品野 名鉄SS新瀬戸 中３ 背泳ぎ

8 米田颯 豊川 BOX豊川 高２ 自由形 53 森耀平 宝神 みなとSS 中３ 平泳ぎ

9 須藤大地 名古屋 MYS名学院 高２ 自由形 54 後藤光 汐路 東邦SC 中３ 平泳ぎ

10 松原士勇諒 豊川 東邦SC 高２ 自由形 55 柳瀬航志 豊南 豊田SS 中３ 平泳ぎ

11 久慈大翔 中京大中京 パル西尾 高２ 自由形 56 山口心温 大口 ウィル大口 中３ 平泳ぎ

12 森一爽 名古屋 JSS比良 高１ 自由形 57 山田悠太 佐屋 アシスト蟹江 中３ バタフライ

13 瀬崎勇宇 豊川 名古屋SC 高２ 背泳ぎ 58 内藤大翔 左京山 コパン鳴海 中３ バタフライ

14 井下逸平 豊川 BOX豊川 高２ 背泳ぎ 59 仲平千尋 六ツ美北 岡崎竜城SC 中３ 個人メドレー

15 間島亮太郎 日進西 平針SS 高２ 平泳ぎ

16 近藤泰吾 旭丘 平針SS 高２ 平泳ぎ

17 小森裕太 中京大中京 JSS比良 高１ 平泳ぎ 名前 学年 種目

18 石川愼之助 中京大中京 パル西尾 高２ バタフライ 60 奥澤望 日進西 NPO口論義 中３ 自由形

19 江角真叶 豊川 BOX豊川 高１ バタフライ 61 弘末勇規 一色 JSS中川 中３ 自由形

20 高谷神威 名古屋 コパン鳴海 高２ バタフライ 62 海野貴裕 津賀田 名古屋SC 中３ 自由形

21 三浦恵太 豊川 BOX豊川 高２ 個人メドレー 63 野村響生 桃陵 イトマン春日井 中３ 自由形

22 岡島大志 豊川 JSS比良 高２ 個人メドレー 64 花立悠 末野原 豊田SS 中３ 自由形

65 落合圭 木曽川 ＳＴＡ木曽川 中３ 自由形

66 赤谷大地 豊川東部 BOX豊川 中３ 背泳ぎ

名前 学年 種目 67 菱田翔太 春日井知多 KL春日井 中３ 平泳ぎ

23 溝口侑歩 東邦 上社SS 高２ 自由形 68 小田隼 千種台 MYS名学院 中３ 平泳ぎ

24 相羽康平 名古屋 名鉄SS半田 高２ 自由形 69 杉浦都環 蒲郡中部 BOX蒲郡 中３ バタフライ

25 増山龍大 中京大中京 名鉄SS岩倉 高１ 自由形 70 大谷友哉 千郷 BOX豊川 中３ バタフライ

26 高橋篤広 名古屋 平針SS 高１ 背泳ぎ 71 阿部琳太郎 品野 名鉄SS新瀬戸 中３ バタフライ

27 永井洋斗 中京大中京 JSS比良 高１ 背泳ぎ 72 川嶋碧波 若園 ソノダSS 中３ バタフライ

28 永井豪 中京大中京 岡崎竜城SC 高１ 平泳ぎ 73 山内怜哉 山田 JSS比良 中３ 個人メドレー

29 永井翔太 名古屋 JSS中川 高１ 平泳ぎ 74 河上恭太朗 東海 平針SS 中３ 個人メドレー

30 柴垣光佑 名古屋 名鉄SS岩倉 高２ 個人メドレー 75 笠井文哉 瀬戸南山 名鉄SS新瀬戸 中３ 個人メドレー

31 加藤陽向 中京大中京 豊橋SS 高１ 個人メドレー

32 安芸諒介 刈谷 名鉄SS刈谷 高１ 個人メドレー

33 中野黎 中京大中京 ウィル大口 高１ 個人メドレー

34 高橋宇海 名古屋 コパン鳴海 高２ 個人メドレー

名前 学年 種目

35 加藤千雅 愛工大名電 コパン鳴海 2 自由形

36 大獄海仁 愛産大三河 ＢＯＸ豊川 2 自由形

37 増田賢吾 豊川 ＢＯＸ豊川 2 背泳ぎ

38 池田龍哉 名古屋 メガロス千種 2 背泳ぎ

39 鳴海颯 刈谷 名鉄ＳＳ刈谷 1 背泳ぎ

40 安井颯翼 岡崎 サンＳＣ岡崎 2 平泳ぎ

41 播摩賢治 旭丘 平針ＳＳ 1 平泳ぎ

42 近藤皇我 愛産大三河 岡崎竜城ＳＣ 2 平泳ぎ

43 北城匠 豊川 平針ＳＳ 2 平泳ぎ

44 矢部克哉 豊田 豊田ＳＳ 2 バタフライ

45 成田翔一 豊川 ＪＳＳ比良 1 バタフライ

県中学５位

２０１７年　インターハイ強化練習会　突破選手一覧　（男子）  

インターハイ突破者 全中突破者

所属 所属

所属

合計75名

所属

県高校８位入賞者

所属

県新人３位



名前 学年 種目 名前 学年 種目

1 尾崎　綾音 国府 アイレックスＮＥＯ 高2 自由形 47 戸田　菜月 東浦西部 ＢＩＧ加木屋 中3 自由形

2 竹内　碧 旭丘 ＢＩＧ加木屋 高１ 自由形 48 中間　海菜 桃陵 Ｖトピア一宮 中3 自由形

3 鈴木　理奈 豊川 ＢＯＸ豊川 高2 自由形 49 神野　ゆめ 御幸山 コナミいりなか 中3 自由形

4 土井　香凜 豊川 ＢＯＸ豊川 高1 自由形 50 岩村　夏佳 六ツ美北 岡崎竜城ＳＣ 中3 自由形

5 竹内　愛貴 豊川 ＢＯＸ豊川 高2 自由形 51 倉知　玲央奈 保見 東邦ＳＣ 中3 自由形

6 今井　美祈 豊川 ＢＯＸ豊川 高2 自由形 52 中井　花音 千種 東邦ＳＣ 中3 自由形

7 高橋　美空 豊川 ＢＯＸ豊川 高2 自由形 53 山内　麻以 川名 東邦ＳＣ 中3 背泳ぎ

8 大崎　紗空 愛み大瑞穂 ＫＬ春日井 高1 自由形 54 鬼頭　怜花 一柳 ＪＳＳ中川 中3 平泳ぎ

9 岩本　奈那美 椙山女学園 コパン知多 高2 背泳ぎ 55 小柳　麻衣 春日井西部 ＫＬ春日井 中3 平泳ぎ

10 伊与田　萌々 豊川 名古屋ＳＣ 高2 背泳ぎ 56 赤尾　奈菜 供米田 イトマン中村 中3 平泳ぎ

11 三浦　璃心 豊川 東邦ＳＣ 高1 背泳ぎ 57 深谷　綾 知多八幡 コパン知多 中3 バタフライ

12 永谷　梨奈 ＮＩＳ ビート守山 高1 背泳ぎ

13 今井　月 豊川 高2 平泳ぎ

14 安藤　綾美 中京大中京 Ｖトピア一宮 高2 平泳ぎ 名前 学年 種目

15 大島　彩奈 椙山女学園 イトマン春日井 高1 平泳ぎ 58 中井　結衣 碧南東 碧南ＳＳ 中3 自由形

16 清水　結衣 椙山女学園 名鉄ＳＳ岩倉 高2 バタフライ 59 鈴木　結理 愛知淑徳 競泳塾鯱 中3 自由形

17 福井　くるみ 愛知淑徳 稲沢ＳＳ 高2 バタフライ 60 岩本　陽世里 知多 コパン知多 中3 背泳ぎ

18 高橋　歩 椙山女学園 高2 バタフライ 61 青山　友南 一宮北部 Ｖトピア一宮 中3 背泳ぎ

19 東　みずき 豊川 ＢＯＸ豊川 高1 個人メドレー 62 加藤　愛実 豊明 コパン鳴海 中3 バタフライ

20 森内　瑠菜 椙山女学園 高2 個人メドレー 63 池田　亜優 雁が音 オリエントＳＳ 中3 バタフライ

21 関根　澪央 豊川 ＪＳＳ比良 高1 個人メドレー 64 小島　千咲 東浦西部 ＢＩＧ加木屋 中3 個人メドレー

22 野口　紗依 愛み大瑞穂 ＪＳＳ比良 高2 個人メドレー 65 鴨下　奈苗 形原 ＢＯＸ蒲郡 中3 個人メドレー

名前 学年 種目

23 榎本　華子 椙山女学園 コパン知多 高1 自由形

24 大鐘　結衣 中京大中京 上社ＳＳ 高1 自由形

25 鹿角　美羽 豊川 ＢＯＸ豊川 高2 自由形

26 石川　琴巳 椙山女学園 名鉄ＳＳ新瀬戸 高1 自由形

27 櫻井　莉子 中京大中京 コナミいりなか 高2 自由形

28 玉置　真子 椙山女学園 名古屋ＳＣ 高1 自由形

29 朝日　菜月 愛工大名電 ＭＹＳ名電 高2 自由形

30 山崎　莉奈 愛三大三河 パシフィック 高2 自由形

31 近藤　彩巴 椙山女学園 名鉄ＳＳ岩倉 高2 自由形

32 馬場　瑛麻 東邦 東邦ＳＣ 高1 自由形

33 坂野　菜優 愛み大瑞穂 東邦ＳＣ 高2 自由形

34 清水　夏海 安城東 名鉄ＳＳ刈谷 高1 自由形

35 本多　夏 金城学院 ＭＹＳ名学院 高1 自由形

36 清水　千歌音 愛み大瑞穂 ＳＴＡ木曽川 高2 平泳ぎ

37 鶴見　奈七美 椙山女学園 高2 バタフライ

38 丹羽　麻奈 愛み大瑞穂 ＫＬ春日井 高1 個人メドレー

39 竹山　睦月 椙山女学園 平針ＳＳ 高1 個人メドレー

名前 学年 種目

40 森部　裕子 愛工大名電 みなとＳＳ 高２ 背泳ぎ

41 天木　智尋 椙山女学園 みなとＳＳ 高１ 背泳ぎ

42 鍋谷　友希 旭丘 高２ 背泳ぎ

43 中村　綾香 半田 碧南ＳＳ 高１ 平泳ぎ

44 神野　もも 中京大中京 コナミいりなか 高１ 平泳ぎ

45 髙本　佑衣 豊橋東 高２ バタフライ

46 山口　楓果 東邦 東邦ＳＣ 高１ 個人メドレー

県新人３位まで

所属

合計65名

県中学５位まで

所属

県高校８位入賞者

所属

２０１７年　インターハイ強化練習会　突破選手一覧　（女子）

インターハイ突破者 全中突破者

所属 所属




