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工学博士で東海大学水泳部
部長であった金子喜代治先生
は福島県いわき市出身。
「君は
一般入試で入ってきた訳だか
ら、いつ辞めてもいい」そう
私に声をかける一方で、イン
ハイ入賞の実績を持ちながら
伸び悩んでいた同期の藤谷君
には「あいつは伸びそうだが
寮生活一般何も分かってない
から面倒を見てやれ」と声を
かけてくれていた。主体性を
重んじる陶冶はチーム内に行
き届き、充実した学生生活を
過ごすことができた。
藤谷君、藤原君、福島県出
身の三浦賢治君と組んだ関東
学生選抜メンバーで初めて樹
立した日本記録は生涯の所与
となってる。
また、金子先生はスポーツ
マンシップをよく体現されて
いた。インカレ４継決勝で筑
波大のフライングによる失格
により優勝が転がり込み喜び
を爆発させた際には、
「筑波の
失格が嬉しいか」と若い稟性
の氾濫を一喝された。
初代表となったパンパシで
スプリント陣コーチを務めた
ピープルの渡部コーチも福島
県出身。

会津水泳連盟 中澤 謙

鈴木大地現スポーツ庁長
官らが五輪で打ち立てた日
本記録を、宇佐見君、川淵
君、山仲君と共にスプリン
トチームとして塗り替えた
ことも生涯の所与である。
今年はリオ五輪。東西冷
戦時代のハンガリー出身、
ジョン・アーバンチェック
米国ヘッドコーチの薫陶を
受け多国籍で構成された
で共にミシガ
Club Wolverine
ン記録を樹立した
ボルゲス君の祖国
ブラジルで開催さ
れる。躍動する選
手達の友情を紡
ぐ糸の沽券を想
い、平和の祭典
を応援したい。
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２０１０ジャパンオープン
大学院生時代にお世話になった
佐野元会長と共にプレゼンターを
務めました

リレーエッセィ

更なる前進を

ります。立場上、様々な大会
に行きますが、本県の競技役
員・運営は、全国を見ても決
して引けを取らない素晴らし
いものだと実感しています。
今年度も選手の為に素晴らし
い運営をしていただきたいと
思います。
郡山に建設が開始されたプ
ールについてもまだまだ難し
い面もあるとは思いますが、
多くの方のお力によって出来
る待望の施設なので、会長が
いつも言われているように我
々自身が出来ることをしっか
りやりながら子供たちに夢を
与えられるような有効な施設
にしていきたいと考えていま
す。
本年も会員皆様方のお力を
お借りし、様々な行事をこな
していきたいと思います。又、
月には本水泳連盟
周年記念祝賀会も計画
していますので、多く
の会員の皆様方に出席
していただきたいと思
います。
本年もよろしくお願
いします。
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理 事長 三浦 誠
新年、明けましておめでと
うございます。
昨年は、和歌山で行われた
国体において、久し振りに少
年男女の活躍が見られました。
出場した選手すべてが良く頑
張ってくれました中で、服部
・国分両選手の復活には特に
感動しました。二人共に昨年
までは思うような成績が残せ
ず辛い思いをしてきたと思い
ますが、それに負ける事無く
努力してきた成果を出せた事
が本当に良かったと思います。
今年も昨年以上の成績が残せ
るように頑張って欲しいと思
います。
（日水連が三月に行う
オーストラリア遠征に寺田選
手・シンガポール遠征に国分
選手が内定しています。
）
さらに、寺田選手・守永選
手の活躍も我々にロンドンオ
リンピックに出場した加藤選
手に続く選手として、大きな
希望を与えてくれました。
また、競技運営についても、
相変わらず施設などの問題も
ありますが、与えられた厳し
い中でも確実にしっかりこな
していける競技役員の姿があ

三浦理事長 は 国分選手のクラス担任
萩原さんのエールに
子供たちが眼を輝かせる・クラブ対抗
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子供たちに夢を

待望の屋内水泳場 郡山に建設開始

平成２９年３月竣工予定

２０１６年度カレンダー
２０１6年１月現在・計画

４月０３日（日）

津野杯兼県中ジュニア記録会 （郡山ユラックス熱海）

４月１７日(日)

県春季室内選手権 （郡山ユラックス熱海）

５月１５日（日）

県障がい者大会

５月２２日（日）

春季県中地区大会

５月２９日（日）

県北地区春季室内選手権

（本宮市民プール）
（郡山ユラックス熱海）
（福島ＳＳほばら）

６月０５日（日） 県中地区郡山室内ＡＧ大会 （郡山ユラックス熱海）
６月２５日（土） 県高校大会 （会津水泳場）
～２７日（月）
県クラブ対抗・萩原智子杯
１月１０日スインピア矢祭
主 催は県水連・萩原智子杯実行委員会

７月０３日（日） 全国ＪＯＣ夏季大会県予選会
７月０３日（日）

(会津水泳場)

チャレンジカップ・シンクロ（郡山カルチャーパーク）

７月２２日（金） 県中学校大会 （いわき市民プール）
～２４日（日）
７月２９日（金） 県学童記録会・ＡＡ級大会
今回も東邦銀行、三井住友ＶＩＳＡカードに特別協賛
頂きました。競技役員のチームワークもばっちりです！

８月２７日（土） 県中学校選手権

（福島ＳＳほばら）

７月３０日（土） 県総体 （郡山カルチャーパーク）
～３１日（日）

（郡山カルチャーパーク）

８月２８日（日） 県水球選手権 （森合市民プール）
９月０２日（金） 県高校新人大会
～０３日（土）
９月２２日（木）

（いわき市民プール）

県中地区秋季室内兼清水染杯（郡山ユラックス熱海）

２１クラブ４１０人が参加、力泳！

１０月３０日（日） 祓川杯水泳選手権 （福島ＳＳほばら）
１２月１８日（日） ＫＦＢ杯 （郡山ユラックス熱海）

創立７０周年記念式典
郡山インターが総合優勝！

１２月３日（土）
アネックス郡山

２０１７年
１月０８日（日） 県クラブ対抗大会 （スインピア矢祭）
２月０５日（日） いわきスプリント大会

（スウィン大教いわき）

２月１２日（日） 全国ＪＯＣ春季大会県予選会 （スインピア矢祭）

※あくまでも予定です。変更もありますので、ＨＰ・地区担当者にご確認下さい。
- ２ -

気さくで明るい萩原さんと泉マ
ネージャー。選手も競技役員
も魅了された。

昨年の県総体では、 人

部は、東北高専大会で圧勝し、
全国では、メドレーリレーで
優勝するなど活躍。総合３位
選手としては教え子であ
り、役員としては後輩の彼

以上が、選手、役員、兼任
で頑張り、卒業生、佐藤祐
樹も参加してくれました。

昨シーズン、福島高専水泳

でした。高専生は、４・５年
生が役員資格を取得できます
ます。 め(ったに誉めません
が )
今年の大会も、部員たち

てきて競技役員をしていま
す。

の人たちが高校や大学を卒
業して会津水泳連盟に戻っ

代、会津の地で選手として
泳いできた人たちです。そ

水連の一員になることがで
きたと思います。

さんの歓迎してくださる雰
囲気があったため、すぐに

代の恩師が役員として水連
にいること、先輩役員の皆

しかし、同級生や現役時

会津水泳連盟 平野裕之

若者が参加しやすい環境

昨年も会津で多くの大会

が行われました。私たち会
津水泳連盟の競技役員も微

力ながら運営に貢献できた
のではないかと思います。
その役員の中には私と同世

代の二十代から三十代前半
の若い役員も含まれていま

しかし、私の場合ですが、
会津水泳界の先輩方が多く

私たちも近いうちに「先
輩」といわれる年齢になり

す。
役員のほとんどが学生時

いる水連に入ること、戻る
ことに不安がありました。

ます。今、選手として泳い
でいる人が水連に競技役員

として「戻ってくる」こと
ができるような雰囲気を私

たちも作っていき、会津水
泳連盟が、そして福島県水

泳連盟がますます発展でき
るようこれからも頑張って

いきたいと思います。

- ３ -

らを、頼もしく誇りに思い

格を取り、現在も、宇都宮か
ら駆けつけてくれています。

は役員参加します。話しか
けていただければ幸いです。

が、強制はしていません。
過去にも、角田孝敬が、資

が、部員が、本格的に役員資
格を取るようになったのは、

ご指導よろしくお願いしま
す。

左から宇内氏、池田氏、平野氏

ここ８年くらいです。高体連
でも活躍した、大原早樹あた
りからです。チームが、強く
なっていった時期と、重なっ

所：あづま運動公園研修室

金澤弘孝（いわき）

ていますね。４・５年生にと
っては、役員をして、後輩た

場

福島高専水泳部コーチ

ちを応援したいという気持ち
が強いのだと思います。いわ

仲間がいるから楽しい

若手審判員と一緒に大会のお手伝い

受講料：２，０００円

福大、福医大、

時：５月８日（日）

競技役員として応援

き地区大会では、無くては困
る存在になりました。

’１４東北高専大会（いわき）
下の４人も、もちろん競技役員

県北室内選手権にて

日

頼もしい高専生
’１５県総体（カルチャーパーク）
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後輩のために

「支えてもらう」から「支える」に

選手の皆さん 支えられて、育てていただいた恩返しです。

１８歳になったら、競技役員の仲間になりましょう。

公認競技役員研修会・養成講習会

若い力 がんばっています！

