
                                                                       2018.10.13   

競泳委員会よりお知らせ 

 

１、シンガポール合宿の候補選手一覧表をご覧いただき、参加意思の 

アンケート提出にご協力ください。 

２、昨年同様、オリンピックあいち指定選手と推薦枠として中高生

（高 3 は除く）でナショナル換算の上位より 98 パーセント以上

の選手を一覧表にしてあります。推薦枠が 20 名となっておりま

すので、上位の選手で辞退者が出た場合に補欠選手が選考されま

す。 

３、第２クールの参加者は 24 名となっておりますので、希望者の上

位より24名を選考します。オリパラ指定選手の有無に関わらず、

ナショナル換算の上位より選考します。（高校3年生は除きます） 

４、このランキングをもとに日水連シンガポール遠征の代表候補、東 

海ブロック合宿の選手を選考しますので、ミスや漏れがありまし 

たら、必ず所属のコーチより競泳委員長 小池までご連絡くださ 

い。koike4301@yahoo.co.jp 

５、シンガポール合宿の要項につきましては、昨年のものを参考に作 

成しております。参加者が確定した時点で正式な要項、旅行伺い 

書、選手カード等をお送りいたします。負担金に関しましては昨 

年同様で予定していますが、変更することもありますのでご承 

知おきください。 

６、OWS の合宿候補選手は日本選手権の順位をもとに選考してあり 

ます。第 2 クールの参加優先順位も日本選手権の順位とします。 

mailto:koike4301@yahoo.co.jp


                             

2018 年 10 月 13 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                                                  

                                

2020 東京オリンピックあいち強化事業海外合宿ならびに 

2018 年度国民体育大会強化指定選手海外合宿開催について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  

平素より、当連盟の活動に対しまして、ご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、東京オリンピックでの選手排出と、国民体育大会で上位入賞を目指し、2020 東京オリ

ンピックあいち強化事業 2018 年度愛知県競技力向上事業として、下記の通り海外強化合宿を

開催致します。お忙しい時期だと思いますが指導者ならびに選手の派遣についてご配慮くださ

いますようお願い申し上げます。 

 尚、準備の都合上、旅行伺い書と選手カード（コーチカード）を送付していただき、負担金

を期日までに納入していただくようお願いいたします。  

また、学校登校日の合宿参加に関しましては、貴所属長様と選手ならびに保護者とご相談の

うえ決定してください。 

 

敬具 

                 

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．目   的  全身持久力、スピード持久力の向上を基本とする  

 

４．期日・場所  ①クール     2017 年 1 月 4 日（金）～11 日（金） 7 泊 8 日 

                  宿泊、練習 シンガポールスポーツスクール 

         ②クール    2017 年 1 月 11 日（金）〜17 日（木）6 泊 7 日 

      宿泊 ロイヤルホテル  

      練習 チャイニーズスイミングクラブ 

     

                  集合時間 場所 2017 年 1 月 4 日（金）8:30  

                                  中部国際空港アクセスプラザ 

                  解散時間 場所 ①クール 2018 年 1 月 11 日（金）9:00 頃 

                ②クール 2018 年 1 月 17 日（木）9:00 頃 

                                 中部国際空港国際線到着ロビー 

           

 

５．持 ち 物  パスポート   水泳用具 学習用具 着替え等 

           

６．負 担 金  第①クール    オリンピックあいち日本代表選手    負担なし 

                  水連枠追加選手            80,000 円 

         第②クール    すべての選手             60,000 円 



７．申し込み先  11 月 30（金）までに旅行伺い書と選手カード（コーチカード）を下記ま 

         でお送りください。健康調査票と同意書は 12 月 21 日（金）結団式にて提 

         出してください。 

          〒464-8691 名古屋市千種区千種郵便局私書箱第 25 号 

          （一社）愛知水泳連盟 競泳委員会                     

 

８．そ の 他    12 月 21 日（金）15:00 より豊川高校温水プールにて結団式・練習会を行 

         い、支給品等の配布を行います。また旅行社からの諸説明も行いますので  

必ずご参加くだい。 

         

※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。 

 

 

 

○負担金について  

11 月 30 日（金）までに、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。  

 

負担金振込先  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊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参加及び途中離脱においても、同様となります。  

   

〇 その他  

 

問合せ先 （一社）愛知水泳連盟事務局 052-757-5057 

※必ず所属責任者から問い合わせてください  

 

 

以上  

 

 

 銀行振込：三菱ＵＦＪ銀行  名古屋営業部  

       普通預金 ０６００７８９  一般社団法人愛知水泳連盟  

         

   

＊振込名義  

必ずチームでまとめて、チーム名でお振込願います  

個人でのお振込ではお受けできません。  



種目名 距離 氏　　名 所属略称1 所属略称2 公式時間 標準記録 パーセント

女子  高3 個人メドレー 200 今井　　月 豊川高   2:11.00   2:15.13 103.153% オリパラ1

男子  高3 バタフライ 100 石川愼之助 中京大中京高 パル西尾     51.92     53.53 103.101% オリパラ2

男子  中3 自由形 200 加藤　晃成 豊橋東部中 豊橋SS   1:51.32   1:54.60 102.946% オリパラ3

女子  中2 平泳ぎ 200 石渡　　遥 依佐美中 名古屋SC   2:30.74   2:32.50 101.168% オリパラ4

女子  中3 平泳ぎ 200 與河　礼奈 松原中 イトマン春日井   2:29.32   2:31.03 101.145% 競泳1

男子  中2 自由形 200 坂本　琉耶 南山中 みなとSS   1:56.19   1:56.76 100.491% 競泳2

男子  中1 自由形 200 岡田　弘斗 益富中 コナミ豊田 1:59.53   2:00.00 100.393% 競泳3

男子  中2 平泳ぎ 200 石原　　竜 東海中 コナミ杁中 2:20.56   2:21.03 100.334% 競泳4

女子  高2 自由形 50 土井　香凜 豊川高 BOX豊川     26.01     26.06 100.192% 競泳5

女子  高1 自由形 100 神野　ゆめ 中京大中京高 コナミ杁中     57.11     57.15 100.070% 競泳6

男子  高1 個人メドレー 400 神　　偉雄 豊川高 BOX豊川 4:25.95   4:25.67 99.894% 競泳7

男子  中3 自由形 50 白崎　礼人 長久手中 NPO口論義     24.09     24.00 99.626% 競泳8

男子  高1 バタフライ 200 山田　悠太 中京大中京高 アシスト蟹江   2:01.96   2:01.49 99.614% 競泳9

男子  中2 平泳ぎ 200 杉浦凜汰郎 竜南中 SSC竜城   2:21.61   2:21.03 99.590% 競泳10

男子  中3 自由形 1500 大野虎治郎 瀬戸南山中 名鉄S新瀬戸  16:03.85  15:59.60 99.559% 競泳11

女子  高3 自由形 200 今井　美祈 豊川高 BOX豊川   2:01.48   2:00.91 99.531% オリパラ5

女子  中3 自由形 50 藤本　果子 瀬戸南山中 名鉄S新瀬戸     26.44     26.31 99.508% オリパラ6

女子  高1 自由形 50 戸田　菜月 愛み大瑞穂高  BIG加木屋     26.34     26.19 99.431% 競泳12

男子  高2 平泳ぎ 200 小森　裕太 中京大中京高 JSS比良   2:16.29   2:15.15 99.163% オリパラ7

男子  高3 個人メドレー 200 三浦　恵太 豊川高 BOX豊川   2:03.13   2:01.90 99.001% オリパラ8

女子  高2 平泳ぎ 200 大島　彩奈 椙山女学園高 イトマン春日井   2:31.12   2:29.56 98.968% 競泳13

男子  中3 バタフライ 100 高見　諒真 鳴海中 コパン鳴海 56.18     55.61 98.985% 競泳14

女子  中1 自由形 200 倉知かのん 保見中 東邦SC   2:07.62   2:06.27 98.942% オリパラ9

男子  中3 平泳ぎ 100 成瀬　叶来 新香山中 岡崎竜城SC 1:05.34 1:04.54 98.775% オリパラ10

女子  高2 自由形 100 竹内　　碧 旭丘高 BIG加木屋     57.66     56.87 98.630% 競泳15

男子  中2 個人メドレー 400 木下　侑馬 高蔵寺中 BIＧアミ   4:38.35   4:33.90 98.401% 競泳16

女子  高3 自由形 100 竹内　愛貴 豊川高 BOX豊川     57.34     56.40 98.361% オリパラ11

男子  高1 バタフライ 100 内藤　大翔 愛み大瑞穂高 コパン鳴海 55.50     54.57 98.324% 競泳17

女子  高1 平泳ぎ 100 池田　りんか 豊川高 BOX豊川 1:11.27 1:10.01 98.232% オリパラ12

女子  高2 個人メドレー 400 東　みずき 豊川高 BOX豊川   4:51.10   4:45.66 98.131% オリパラ13

男子  高2 平泳ぎ 200 永井　翔太 名古屋高 JSS 中川   2:17.74   2:15.15 98.120% 競泳18

女子  高2 バタフライ 100 関根　澪央 豊川高 JSS比良   1:01.17   1:00.02 98.120% 競泳19

女子  中2 個人メドレー 200 中川　果音 椙山女学園中 名古屋SC 2:21.13 2:18.46 98.108% オリパラ14

女子  中1 個人メドレー 200 沖　　苺花 西可児中 名鉄ＳＳ岩倉   2:23.96   2:21.12 98.027% 競泳20

男子  高1 平泳ぎ 100 柳瀬　航志 名古屋高 豊田SS   1:04.61   1:03.33 98.019% 競泳補欠

男子  中2 バタフライ 200 宮﨑　　瞬 田光中 名古屋SC   2:08.74   2:06.17 98.004% 競泳補欠

男子  高2 バタフライ 200 江角　真叶 豊川高 BOX豊川   2:02.88   2:00.32 97.917% オリパラ15

男子  高2 自由形 200 木下　大和 名古屋高 BIG東海   1:53.78   1:51.35 97.864% オリパラ16

女子  中3 バタフライ 200 亀井　千寛 萩山中 名古屋SC   2:16.36   2:13.12 97.624% オリパラ17

女子　高1 自由形 400 杉山  樺音 豊川高 BOX豊川 4:23.20 4:16.22 97.348% オリパラ18

女子  中3 背泳ぎ 100 芳村　りこ 鷹来中 KL春日井 1:04.92 1:03.15 97.274% オリパラ19

女子　高1 平泳ぎ 200 赤尾　奈菜 中京大中京高 イトマン中村 2:35.45 2:30.30 96.687% オリパラ20

男子　高1 個人メドレー 400 仲平　千尋 中京大中京高 竜城SC 4:35.40 4:25.67 96.467% オリパラ21

女子  高1 背泳ぎ 100 山内　麻以 豊川高 東邦SC 1:04.59 1:02.24 96.362% オリパラ22

女子  高3 バタフライ 200 福井くるみ 愛知淑徳高 稲沢SC 2:17.50 2:11.18 95.404% オリパラ23

女子　高3 自由形 800 高橋　美空 豊川高 BOX豊川 9:02.84 8:36.35 95.120% オリパラ24

男子　高1 OWS 10km 小林　優太 中京大中京高 ビート守山 39位 OWS1

女子　高2 OWS 10km 坂野　菜優 愛み大瑞穂高 コナミ鳴海 28位 OWS2

男子　高2 OWS 10km 増山　龍大 中京大中京高 名鉄岩倉 40位 OWS補欠

一般社団法人愛知水泳連盟　　シンガポール合宿候補選手

日本選手権

日本選手権

日本選手権


