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2022 年度 小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、小学生における全国夏季ＪＯへ向けての競技力向上事業「小学生練習会」を開催いたします。対象となる選

手は 2021 年度強化指定選手及び 2021 年度全国夏季・春季ＪＯ出場者及び、2021 年度の記録において 2022 年度全

国夏季ＪＯ参加標準記録の94％以上の選手が対象となります。 
  愛知県より一人でも多く全国ＪＯに輩出し、ジュニア層を広く厚く強化していくという趣旨であります。 
 

つきましては、下記のように実施いたしますので選手並びに指導者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。 
 
尚、新型コロナウイルス感染拡大状況及び社会情勢に伴い練習会を中止、変更等する場合があります。その際 HP

にてお知らせいたしますので随時確認していただきますようよろしくお願い致します。 
 ※名簿に記載のある選手については、不参加の場合でも申込書欄に名前を記載し欠席と記入してください。 
 
 
 
                        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   日時等よくご確認ください。（今回は計５日間通いで行います。） 
 

5月21日（土）日本ガイシ競泳プール（10Ｒ） 
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 

          
         6月18日（土）日本ガイシアリーナ温水プール（ＡＭ８Ｒ，ＰＭ４Ｒ） 

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 
 
         6月19日（土）日本ガイシアリーナ温水プール（８Ｒ） 

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 
 
7月16日（土）日本ガイシアリーナ競泳プール（１０Ｒ） 
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 
 
7月17日（日）日本ガイシアリーナ競泳プール（１０Ｒ） 
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 

 



 
４．参 加 者    別紙にて 
          ※漏れや誤り等がございましたらご連絡ください。 
          ※2022 年 4 月末までの結果を反映させています。締め切り後の大会で突破した選手も参加でき

ますので八神までお知らせください。 
            
５．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 
2022 年度小学生練習会 健康調査表 保護者同意書と＊競技力向上強化事業参加選手心得を初日

受付にて提出してください。また、参加日の朝、検温を必ずしてきてください。 

保険証（コピー可）  ＊は2022年度、提出してあれば必要ありません。 
 

６．負 担 金    2022年度強化指定選手ＡＢは1日2回で2,000円。 
          上記以外の選手は1日2回で3,000円となります。 
          参加資格者名簿に区分が記載してありますので参考にしてください。 
 
７．指 導 者    ヘッドコーチ  堀江剛一（アシスト蟹江）競泳委員 

コーチ    （一社）愛知水泳連盟競泳委員他 
総務     八神慎介（愛知淑徳高等学校）競泳委員長 

 
８．申込方法    別紙申込用紙にて必要事項を記入し5 月 19 日（木）までにメールにて申込んで下さい。 

  ※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）2名推薦選手を参加させることができます。 
   申込書の所定欄に参加できるコーチ名、日付の記入をしてください。 
 

９．そ の 他   ・インフルエンザの予防接種を受けていることが望ましい。 
         ・新型コロナワクチン接種を受けていることが望ましい。 

    ・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宅させます。 
・体調がすぐれない場合や怪我や故障している場合は参加を見合わせてください。 
・新型コロナウイルス感染拡大状況や社会情勢により、中止とさせていただく場合があります。 

HＰでお知らせしますのでご注意ください。 
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため、選手は水中練習以外でのマスク着用を義務付けます。

（ドライランド中はその限りではない） 
・こまめな手洗い・うがい・手指消毒（水連で用意）を心がけてください。 
・昼食については選手同士距離を保ち黙食し、大声で話さないように心がけてください。 
・新型コロナウイルス感染拡大予防のため、保護者の観覧はなしとさせていただきます。 
・毎回、受付時に非接触型体温計で体温を測定します。37.5℃以上ある場合は参加を見合わせてい 
ただきますことをご承知おきください。その際、保護者の方に迎えに来ていただくことになりま 
す。 

・練習会終了後7日間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、所属チームを通じて主

催者に対し速やかに報告してください。 
 

不明な点や参加の可否についてご相談がありましたら所属コーチを通して連絡をしてください。 
総務：（一社）愛知水泳連盟 競泳委員長 八神 慎介 
kyouei@aichisuiren@jp  Tel 090-1470-3020 
 
 
 
 
 



 
  負担金振込方法 

 
銀行振込：三菱ＵＦＪ銀行 名古屋営業部 

普通預金 ０８１８４４８ 
口座名：一般社団法人愛知水泳連盟 

申込書類をメールにてkyouei@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 

 
 

 
○ 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原則、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。練習期

間中における途中離脱においても返金できません。 
但し、新型コロナウイルス関係においては参加費の半額を返金致します。 

  
一般社団法人 愛知水泳連盟 競泳委員会  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

選手規範‐① 

競技力向上事業参加選手心得 
（一社）愛知水泳連盟 競技力向上委員会 

《本文書配布の目的》              (公益財団法人)日本水泳連盟 日本代表水泳選手団行動規範より 

  フェアプレーの精神とマナーを尊び、善良な市民、健全な社会人としての品性を保ち、水泳スポーツの向上と発展

に貢献するために、日本の競技者の代表としての誇りと自覚と責任を持って、明朗闊達に行動し、ひいては水泳競技

の健全な普及・発展を図ることを目的とする。 
 上記を参考に(一社)愛知水泳連盟 競技力向上委員会が下記の規範を策定した。参加者、申込所属責任者、担当者及び参加選手(高校

生以下)保護者は熟読し遵守すること。参加者本人が本文(写し)を携行し参加することを義務とする。 

１．本事業は各所属の選手が集結し、集団生活(個人の場合もある)を行いながら競技力を向上させる場である。自宅で

の自己中心の生活とは異なり、互いの協力で同じ目的を持たなければならない。当然不便もあるが競技力を高め各

種全国大会で活躍するためには乗り越えなければならないハードルだと考えている。愛知県の選ばれた選手である

ことを自覚し参加・行動するよう心がけることを約束すること。 

２．誰からも尊敬されるよう生活・練習態度・行動・言動に気を付け、手本となるように自覚と責任を持たなければな

らない。 

３．参加者(保護者)は事業内外の出来事にかかわらず、他人の誹謗中傷及び関係者に不利益が生じる事柄、個人情報ほ

かSNS等のツールに掲載発信することを一切禁止する。 

４．競技能力向上及び人格形成のために消極的な行動や言動はチームの和を乱すと考える。常に積極的な思考を持って

取り組むように心がけること。 

５．合宿・遠征前の健康管理をしっかりと行い、合宿中、病気や怪我(故障含む)の無いように、日頃からのセルフコン

トロールを心がける。異常を感じた場合は直ちに申し出なければならない。異常を感じた状態での参加は選手生命

にかかわる可能性がある。 

６．合宿及び強化練習は競技能力を向上させ、すべての面で強い選手になるための訓練・鍛錬する場(生活環境含む)で

ある。当然、練習に集中することが大切となり合宿・遠征に不要と思われる物の持ち込みを禁止する。自分を戒め

る為に何が不要かを考えなくてはならない。一般的にはゲーム機器（携帯電話含む通信機器）、漫画本、お菓子など 

 ※携帯等は使用制限を設ける場合がある。マナー違反者は事業の参加を中断する。他団体では懲戒(競技会等出場

停止処分等)が適用された事例も出ている。映像分析等で必要な場合は合宿担当コーチに申し出る。 

７．貴重品、現金などは自己管理できる範囲で持参してもよい。全て自己責任とする。 

８．合宿期間中における選手の面会、電話、外出は緊急の場合に限る。その場合、必ず指導者の許可を得ること。忘れ

物を保護者及び関係者が届けても取り次がない場合もある。 

９．時間の許す限り学習や読書をする習慣を身に付ける。 

10．服装はスポーツ選手にふさわしいものとし、各所属ユニフォームのほか愛知県選手団（インターハイ・全中・国体・

東海選手権・U15・U17）支給及び指定物品とする。宿舎内では自由とする場合が多いが奇抜と思われるものは避け

ること。そのほか特定の指示がある場合は従うこと。 

11．以上のことを守れなかった場合、指導者の指導に従わなかった場合は参加をその時点で打ち切り、直ちに各所属に

連絡を取り情報を共有する。以降の合宿への参加・国体選考を見合わせることもあることを承諾する。 

《参加者情報：上記熟読後に同意することを確認し署名押印する》      

 

  ２０２２  年   月   日 

 

 

参 加 選 手 氏 名            ㊞    所 属 名                  

 

 

選手保護者氏名            ㊞    所 属 責 任 者 名                ㊞ 

 

 

 



（一社）愛知水泳連盟        

競技力向上事業（保護者同意書及び健康調査票） 

提出日 ２０２２ 年   月   日 

 

本保護者同意書及び健康調査票は個人情報として、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。 

 

【保護者同意書】 

 
①2022年度小学生練習会（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。下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。 
③新型コロナウイルスの感染予防対策として、3密を避け、マスの着用・手洗い・手指消毒・黙食など率先して行

い、感染予防に努めます。 
 
所属名                 学校名                 学年      年生 

 
選手氏名                 男・女  保護者氏名                  ㊞ 
 
                  緊急連絡先（誰の）                         

 

【健康調査票】 
 

前  々 日 

 

 月   日（   ） 

 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

前 日 

 

 月   日（   ） 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

当 日 

 

 月   日（   ） 

起床時の体温 
℃ 

体 調 
 

備 考 欄 （持病や怪我、故障、アレルギー等） 

 

 

（１）参加される2日前から健康チェックをお願いします。起床時の検温、体調を記入してください。 

（２）「体調」欄には、異常がなければ「良好」、体調不良の場合は具体的に症状をご記入ください。 

  <例：咳 腹痛 悪寒 嗅覚 味覚障害 等> 

（３）新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合は7日間、参加を見合わせて下さい。 

（４）練習会等に連続して参加される場合も毎日提出をお願い致します。 

（５）発熱・体調不良等がある場合は、会場への来場は控えてください。 

 

※記載された情報は、練習会等終了後2週間厳重に保管し、その後適切に破棄いたします。 



2022年度　小学生練習会　参加標準記録（長水路記録のみ） 2022年度夏季ＪＯ94％
2022.4.16

50 50 50 50 200

100% 0:30.41 0:35.00 0:38.52 0:32.45 2:40.75

97% 0:31.35 0:36.08 0:39.71 0:33.45 2:45.72

96% 0:31.68 0:36.46 0:40.12 0:33.80 2:47.45

95% 0:32.01 0:36.84 0:40.55 0:34.16 2:49.21

94% 0:32.35 0:37.23 0:40.98 0:34.52 2:51.01

100% 0:30.10 0:34.82 0:38.81 0:32.77 2:40.81

97% 0:31.03 0:35.90 0:40.01 0:33.78 2:45.78

96% 0:31.35 0:36.27 0:40.43 0:34.14 2:47.51

95% 0:31.68 0:36.65 0:40.85 0:34.49 2:49.27

94％ 0:32.02 0:37.04 0:41.29 0:34.86 2:51.07

50 100 200 50 100 50 100 50 100 200

100% 0:27.11 0:59.02 2:08.00 0:31.27 1:07.26 0:33.49 1:12.68 0:29.06 1:04.30 2:23.67

97% 0:27.95 1:00.85 2:11.96 0:32.24 1:09.34 0:34.53 1:14.93 0:29.96 1:06.29 2:28.11

96% 0:28.24 1:01.48 2:13.33 0:32.57 1:10.06 0:34.89 1:15.71 0:30.27 1:06.98 2:29.66

95% 0:28.54 1:02.13 2:14.74 0:32.92 1:10.80 0:35.25 1:16.51 0:30.59 1:07.68 2:31.23

94% 0:28.84 1:02.79 2:16.17 0:33.27 1:11.55 0:35.63 1:17.32 0:30.91 1:08.40 2:32.84

100% 0:28.25 1:01.16 2:11.47 0:31.92 1:08.56 0:35.50 1:16.12 0:30.02 1:06.27 2:27.77

97% 0:29.12 1:03.05 2:15.54 0:32.91 1:10.68 0:36.60 1:18.47 0:30.95 1:08.32 2:32.34

96% 0:29.43 1:03.71 2:16.95 0:33.25 1:11.42 0:36.98 1:19.29 0:31.27 1:09.03 2:33.93

95% 0:29.74 1:04.38 2:18.39 0:33.60 1:12.17 0:37.37 1:20.13 0:31.60 1:09.76 2:35.55

94％ 0:30.05 1:05.06 2:19.86 0:33.96 1:12.94 0:37.77 1:20.98 0:31.94 1:10.50 2:37.20

男子

女子

バタフライ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

全国ＪＯ
11歳～12歳

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ バタフライ 個人ﾒﾄﾞﾚｰ

全国ＪＯ
10歳以下

自由形 背泳ぎ 平泳ぎ

男子

女子



2022年度　小学生練習会　参加資格者（2021夏春ＪＯ、2022夏ＪＯ94％） 2022.4.24
1 丹所　潤瑠 女 1toSWIM 小5

2 野原　勇我 男 BIGアミ 小6

3 溝口　陸 男 BIG加木屋 小5

4 松本　夏南 女 JSS一宮 小6

5 尾関　透次 男 JSS中川 小6

6 加藤千翔 男 JSS中川 小6

7 三浦　ゆり愛 女 JSS中川 小5

8 服部　晃大 男 JSS中川 小5

9 野倉　壮太 男 JSS中川 小6

10 萬代　空良 男 JSS中川 小6

11 山下　大智 男 JSS比良 小5

12 大屋　優衣 女 KL春日井 小5

13 藤吉　櫂成 男 ＭＹＳ名学院 小6

14 青山　瑞穂 女 NPO口論義 小6

15 斎場　惠衣 女 NPO口論義 小6

16 蘆名　健人 男 ＳＣ大府 小5

17 磯部　美織 女 Ｖトピア一宮 小5

18 後藤　咲子 女 アシスト蟹江 小6

19 堀田　伊代奈 女 アシスト蟹江 小5

20 徳永　拓也 男 イトマン春日井 小6

21 伊藤　良晟 男 イトマン春日井 小5

22 板持康太郎 男 イトマン春日井 小6

23 牛塲　悠太 男 イトマン春日井 小6

24 田島ノエル光陽 男 イトマン中村 小6

25 伏見　真琴 女 イトマン中村 小5

26 四元　瑠美 女 イトマン中村 小4

27 横井　里咲 女 イトマン中村 小5

28 山本　真奈美 女 イトマン中村 小5

29 向山　　愛 女 イトマン中村 小6

30 東　奏太朗 男 イトマン中村 小5

31 山田時史朗 男 イトマン中村 小6

32 安部侑衣友 男 イトマン中村 小6

33 西村　妃以 女 稲沢SS 小6

34 大友　梨緒 女 稲沢SS 小6

35 木津　海琉 男 上社SS 小5

36 三宅　恵奈 女 コナミ豊田 小4

37 西谷　日夏莉 女 セントラル清州 小5

38 大平　るな 男 中日SC 小6

39 緒方　健人 男 東邦ＳＣ 小6

40 羽生　朱李 女 豊田SS 小6

41 上田　志姫 女 豊田SS 小4

42 森　叶希愛 女 豊田SS 小5

43 松井　平次 男 豊橋ＳＳ 小5

44 田中　煌大 男 名古屋ＳＣ 小5

45 松野　和楽 女 名古屋ＳＣ 小5

46 高瀬　菜々子 女 パシフィック豊橋 小6

47 粟津　睦 男 パル知立 小5

48 小林　柚葉 女 パル西尾 小6

49 西村　英 女 ビート守山 小6

50 石川　批奈 女 ビート守山 小5

51 鎌田　夏美 女 みなとＳＳ 小6

52 入江　倖帆 女 みなとＳＳ 小5

53 小野かおん 女 名鉄SS刈谷 小6

54 三國　玲 女 ルネサンス小幡 小6

55 新垣　琉道 男 ルネサンス甚目寺 小6

56 花井凛太郎 男 平針ＳＳ 小6

57 安部　仁章 男 名鉄ＳＳ刈谷 小5


