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２０１８年度 愛知県・名古屋市水泳連盟共催強化指定選手ジュニア合宿開催ついて 

共催 2020 東京オリンピック・パラリンピックあいち選手強化事業 

次世代につなぐスポーツ人材育成事業（水泳【競泳】競技） 

 
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、表題にありますように複数の主催団体が共催し、本年度の競技力向上対策事業として下記

の通り合宿を開催いたします。お忙しい時期だとは存じますが、指導者並びに選手の派遣について、

ご配慮下さいますようお願い申し上げます。 

 尚、準備の都合上、別紙参加申込書にご記入の上、下記メールアドレス迄送信頂きますようお願

いいたします。不参加の場合も必ず送信してください。 

敬具 

記 
 
   １．主 催  愛知県・愛知県教育委員会・名古屋市・(公財)名古屋市教育スポーツ協会 

(一社)愛知水泳連盟・(一社)名古屋市水泳連盟 

   ２．主 管  (一社)愛知水泳連盟 競泳委員会・(一社)名古屋市水泳連盟 競泳委員会 

   ３．期日・場所  ２０１８年１２月２２日（土）～２４日（月）２泊３日 

            ＊２２日と２３日（宿泊以外）が「オリパラあいち」との共催事業。 

                    集合 12 月 22 日(土)午前 7時 45 分：練習会場① 

            解散 12 月 24 日(月)午後 6時：練習会場②             

    ４．目 的    全身持久力、スピード持久力の向上を基本とする 

   ５．練 習 会 場   ①愛知淑徳大学 長久手キャンパス 屋内温水プール（22日・23 日） 

                   〒480-1197 愛知県長久手市片平二丁目９ TEL0561-62-4111（代表） 

             ②愛知淑徳中学高校 屋内温水プール（24日） 

             〒464-8671 名古屋市千種区桜が丘 23番地 TEL 052-781-1151（代表） 

            ＊会場・宿舎への直接のお問い合わせは絶対にお辞めください 

   ６．宿 泊    愛知淑徳大学内 国際交流会館  

                      〒480-1197 愛知県長久手市片平二丁目９ TEL0561-62-4111（代表） 

    ７．対 象 選 手    県水連選抜：２０１８年度愛知県強化指定選手（小学生） 

＊別紙参加有資格者一覧表を参照し記載漏れは事務局まで至急連絡す

ること。12 月 2 日（日）までの記録が有効であることから突破次第申し

込みを受け付ける 

             市水連選抜：市内在住在学者で県指定選手除く選抜者 10 名程度 

               ＊12 月 4 日（火）を目途に連盟 HP にて告知の予定 

                      県・市どちらも全日程に参加できる選手に限る 

 ８．持 ち 物   水泳用具 学習用具 １２月２２日（土）の昼食は各自用意 

               補給水 各自必要と思われる補食（スナック菓子等は持ち込み禁止） 

   ９．負 担 金   １０,０００円（１泊５，０００円） 

   １０．申 込 み 先   別に記載する申込方法を確認し申し込む 

  １１．締 切 り  ２０１８年１２月１１日（火）正午必着 ＊不参加の場合も返信すること 



 １２．そ の 他  別紙名簿の漏れ、誤字脱字含む記載ミス等がある場合、その他お問い合わせ

は、本合宿総務担当の競泳副委員長の八神まで必ず所属コーチを通してお知

らせください。携帯電話：090-1470－3020 e-mail：stmrk.yagami@gmail.com 

 

保護者並びに参加チームの指導者対象の栄養講習会について 

合宿最終日２４日（月）１５：３０より愛知淑徳中学高校大会議室にて管理栄養士による 

保護者向け栄養講習会を行います。（無料）合宿参加申し込みと合わせてお申し込みください。 

 

 

 

○ 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。 

 
負担金振込方法 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ○ 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。 

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を通 

じ、愛知水泳連盟,競泳副委員長の八神（090-1470-3020）にご連絡ください。 

  メールでのご相談は stmrk.yagami@gmail.com まで。 

 
 

 
(1) 銀行振込：三菱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 2か所、 

kyouei@aichisuiren.jp と 

stmrk.yagami@gmail.com へ送信 

 

＊振込名義 

必ずチーム名でまとめて振込むこと 

 

   

(2) 現金書留：申込書を同封の上、愛知水泳連盟事務局へ 

      

＊必ず私書箱宛に郵送すること 

 

(郵便物宛先) 愛知水泳連盟事務局 

〒464-8691 名古屋市千種区千種郵便局私書箱第 25 号 

Ｔel 052-757-5057  Ｆax 052-757-5056 
 



2018 年度 愛知県・名古屋市共催強化指定選手ジュニア合宿 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、（一社）名古屋市水泳連
盟及び両連盟競泳委員会の責任の下、厳重に管理致します。参加期間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        小学校 学年    年 性別    血液型   
 
 
所属 SC             生年月日西暦     年   月   日    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 2018 愛知県・名古屋市共催強化指定選手ジュニア合宿（以下、本合宿）参加にあたり合宿中の

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 本合宿中、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 



2018冬季ジュニア（小学生）合宿　参加資格者
No 氏名 所属略称1

1 女子  小4　Ｂ突破 久保田乙妃 ｸﾎﾞﾀ　ｲﾂｷ イトマン中村
2 女子  小4　Ｂ突破 山口真理恵 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏﾘｴ 豊田ＳＳ
3 女子  小4　Ｂ突破 野原　柚夏 ﾉﾊﾗ　ﾕｽﾞｶ ＢＩＧアミ
4 女子  小5　Ｂ突破 貝沼　嶺々 ｶｲﾇﾏ　ﾈﾈ 名古屋ＳＣ
5 女子  小5　Ｂ突破 恒川　小春 ﾂﾈｶﾜ　ｺﾊﾙ イトマン中村
6 女子  小5　Ｂ突破 小寺　花南 ｺﾃﾞﾗ　ﾊﾅ イトマン中村
7 女子  小6　Ｂ突破 伊東　開耶 ｲﾄｳ　ｻｸﾔ ｾﾝﾄﾗﾙ大曽根
8 女子  小6　Ｂ突破 山口　愛華 ﾔﾏｸﾞﾁ　ﾏﾅｶ 東邦ＳＣ
9 女子  小6　Ｂ突破 石黒　珠瑚 ｲｼｸﾞﾛ　ﾐｺ 上社ＳＳ
10 女子  小6　Ｂ突破 太田　有咲 ｵｵﾀ　ｱﾘｻ ﾙﾈｻﾝｽ甚目寺
11 女子  小6　Ｂ突破 長島　知咲 ﾅｶﾞｼﾏ　ﾁｻｷ みなとＳＳ
12 女子  小6　Ｂ突破 渡辺　真央 ﾜﾀﾅﾍﾞ　ﾏｵ Ｖトピア一宮
13 女子  小6　Ｂ突破 福地　若菜 ﾌｸﾁ　ﾜｶﾅ 平針ＳＳ
14 女子  小6　Ｂ突破 平井　瑞希 ﾋﾗｲ　ﾐｽﾞｷ コパン鳴海
15 女子  小6　Ｂ突破 米田　愛菜 ﾒﾀ　ｱｲﾅ みなとＳＳ
16 女子  小6　Ｂ突破 澁谷枝実鈴 ｼﾌﾞﾔ　ｴﾐﾘ ビート守山
17 男子  小4　Ｂ突破 伊東　沙門 ｲﾄｳ　ｻﾓﾝ 東邦ＳＣ
18 男子  小4　Ｂ突破 岡田    律 ｵｶﾀﾞ　ﾘﾂ MYS名学院
19 男子  小4　Ｂ突破 佐藤　玄都 ｻﾄｳ　ﾊﾙﾄ アシスト蟹江
20 男子  小4　Ｂ突破 長瀬  賢人 ﾅｶﾞｾ　ｹﾝﾄ MYS名学院
21 男子  小5　Ｂ突破 寺田　朝陽 ﾃﾗﾀﾞ　ｱｻﾋ 東邦ＳＣ
22 男子  小5　Ｂ突破 杉浦　征典 ｽｷﾞｳﾗ　ﾕｷﾉﾘ 名鉄ＳＳ半田
23 男子  小5　Ｂ突破 清田　悠生 ｷﾖﾀ　ﾕｳ パル知立
24 男子  小5　Ｂ突破 前田　　篤 ﾏｴﾀﾞ　ｱﾂｼ アシスト蟹江
25 男子  小5　Ｂ突破 藤森　聡太 ﾌｼﾞﾓﾘ　ｿｳﾀ ＢＩＧアミ
26 男子  小5　Ｂ突破 菱川　　槙 ﾋｼｶﾜ　ﾏｷ みなとＳＳ
27 男子  小5　Ｂ突破 鈴木　崇弘 ｽｽﾞｷ　ﾀｶﾋﾛ 豊橋ＳＳ
28 男子  小6　Ｂ突破 稲垣龍之介 ｲﾅｶﾞｷ　ﾘｭｳﾉｽｹ ｲﾄﾏﾝ春日井
29 男子  小6　Ｂ突破 宮島　勇哉 ﾐﾔｼﾞﾏ　ﾕｳｷ 上社ＳＳ
30 男子  小6　Ｂ突破 金子　　翔 ｶﾈｺ　ｼｮｳ コパン鳴海
31 男子  小6　Ｂ突破 山下　哲平 ﾔﾏｼﾀ　ﾃｯﾍﾟｲ 名鉄ＳＳ刈谷
32 男子  小6　Ｂ突破 西川　我咲 ﾆｼｶﾜ　ｱｻｷ ＫＬ春日井
33 男子  小6　Ｂ突破 大島　佑互 ｵｵｼﾏ　ﾕｳｺﾞ みなとＳＳ
34 男子  小6　Ｂ突破 土方　遥斗 ﾋｼﾞｶﾀ　ﾊﾙﾄ 平針ＳＳ
35 男子  小6　Ｂ突破 藤田　健矢 ﾌｼﾞﾀ　ｹﾝﾔ ﾙﾈｻﾝｽ小幡
36 男子  小6　Ｂ突破 堀田　武蔵 ﾎｯﾀ　ﾑｻｼ 名古屋ＳＣ


