ナショナルメンバーにつながる中高生中心とした合宿。
東北各県から５０名が参加しました。福島県からはコーチ
５名、選手１２名参加し、実り多い合宿になりました。

私は今年が初めての東北ブ
ロック合宿でした。他県の人
と練習したり、生活するのは、
とても新鮮で楽しかったです。
各グループに分かれての練
習だったので、あまり話さな
い選手の人もいたけど、いろ
んな選手と話すことで得るこ
とは沢山ありました。

るように、国体出場できるよ
うにがんばりたいです。

今年は中学３年になるので、
全国中学では表彰台に上がれ

あり、 の出場、国体の個人
競技の出場はかないませんで

、国体の決勝に残ることで
す。２０１５年は怪我なども

今年の目標は、まず第一に

そのため、今回で学んだこ
とを生かし、今後の練習に取

した。しかし、様々なことを
得ることができました。
なので今年は、フォームだ
り組んでいきたいと思います。
伹野智哉 （
鹿島中）

ったりペースなど考え、その
とおりに泳げるように一年泳

いでいきたいです。

木村陽太 （
相馬高）

今年の目標

秒 （長水路）
秒 （ 〃 ）

菊地 奏 （
会津高）

全国大会で決勝に残る。

ｍ自由形
ｍ自由形

さすが東北のエースたち！
気迫みなぎる練習でした

また、そのグループでメニ
ューが違くて、自分のスタイ

東北ブロック合宿では、東
北のトップレベルの人達と一
緒に意識高めて、つらい練習
も乗り越えて、いい刺激をも
らいながら頑張ることができ
ました。
また、今シーズンが思うよ
うな結果が全くでなかったの
で、来年こそインターハイ、
国体に出れるよう、練習だけ
でなく、筋トレ、ストレッチ、
泳ぎの細かい部分の修正を積
極的に行い、気持ちも強くな
ります。
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ルを極めることや泳ぎについ
て、しっかりと考えることが

深谷仁美 （
郡山東高）

初めて東北ブロック合宿に
参加しました。とてもすごい
選手ばかりだったので、そん
な選手みたいになれるように
強くなりたいなぁと思いまし
た。
髙山理乃 （
郡山第五中）

宍戸菜穂 （
橘高）
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できたので、とても良い合宿
になりました。

して今年の夏に向けて頑張っ
ていきたいです。

この合宿はとてもよい経験と
なりました。
この合宿で学んだことを通

の選手やコーチと関わる機会
が今まであまりなかったので、

宿とも雰囲気が違くて勉強と
なる事が多かったです。他県

宿に参加させていただきまし
た。ブロック合宿は、どの合

私は今年初めてブロック合

１２月１８日～２３日 あづま運動公園
国分香奈（日大東北高）

- ４ -

IH

IH

100 50

東北連合強化合宿

合宿に参加して…

福島のホープに合宿の感想、

今年の目標を聞いてみました。

私の今年の目標はイン
ターハイ、国体に出場し、
良い結果を出すことです。
インターハイでは、
ｍの平泳ぎで決勝にでま
す！
国体では、少年Ａにな
り、 ｍの平泳ぎになる
ので、まずは ｍの国体

100

小泉圭介氏の特別講義

理学療法士・日本体育協会公認

アスレティックトレーナーの小泉氏が
日水連から派遣され、選手達にストレ
ッチ、筋トレ等を指導しました。

新しい仲間が誕生します！

ってないので、早く切
ることを目標にがんば

んときって出場し、国
体の標準記録もまだき

今年の目標はインタ
ーハイ標準記録をちゃ

服部 翼 （
福島成蹊高）

張っていきたいと思います。

しっかり練習してインカレや
国体で結果を残せるように頑

今年から大学生になるの
で、環境が変わっていく中で
も目標を見失うこともなく、

りました。

ります。

水泳指導員資格の必要性と義務

普及指導部長

森 米吉

※詳しくはＨＰをご覧下さい。

義
(務 研
)修を受講済みか
確認
期限が過ぎてから、
「受講

② 期限の前年までに要件

お願いします。
① 有効期限の確認

研修）
」を受講しなければな
りません。そこで、以下を

ご存じの通りこの間、更新
のための「要件研修（義務

さて、指導員資格は、４
年間の有効期限があります。

１０月１６日（日）

現在そしてこれからと、
全国的な高齢化社会となり、

生涯スポーツの声が高まり
を見せていますが、中でも

水泳は、幼児期から高齢ま
で幅広く親しまれているス

ポーツです。
また、近年、県内各小中

学校では非常勤講師制度を
活用し、水泳指導員を活用
する学校が増えています。

その際、本連盟に紹介依頼
があり、当然のことながら

有資格者を紹介することと
しています。これは、専門

技術・専門知識を有する証
（あかし）だからです。

水泳指導員・水泳上級
指導員義務研修会（案）

していませんでした」とな
らないように。

- ５ -

今まで行ってきたトレーニングを見
直し、意味を知る素晴らしい機会とな
戸田和弥 （
湯本高）

○日程
６月１９日、７月１０日
９月２５日、１０月２日，２３日
○検定会
１１月１３日
＊全て日曜日
○場所 本宮市民プール

活躍が楽しみです

標準を切れるように頑張
ります！

200

渡邊周斗 （
湯本高）

水泳指導員養成講習会（案）

２０１６
今年の目標
200

コーチ資格を取るには

水泳指導員の資格が必要です

普及委員と受講生のみなさん・２７年度検定会

ニュース
ちょこっと

二十 七年度県水連表彰 者

それぞれ練習環境は異
なりますが、
「あいさつ日
本一をめざす学校に似合

り、学校だけで練習して
いる生徒もいます。

名の部員がいます。
ＳＣの所属は４つに渡

郡山五中水泳部には

顧問 柳沼利尚

う堂々と勝負のできる選
手をめざそう」を活動目

今回、秋田で行われた全
国大会に男子 ｍ自由形、
男子４００ｍフリーリレー
と女子４００ｍメドレーリ
レーに出場することができ
ました。男子リレーでは県
大会での記録をもとにした
ランキングでは 位でした
が、チームで力を合わせて
ベスト タイム を４秒縮め
て、予選を突破し、３分
秒 で決勝５位という結果
を残すことができました。
大舞台でもひるむことな
く堂々と泳ぐことができた
のは、さまざまな人のサポ
ートがあったからです。応
援してくださったすべての

震災直後、プールが使えない日が続き、水泳をやる意味について考え鬱々としていた。
クラブ対抗を取材し、萩原さんに表彰して貰う子供たちのワクワクした顔を見て、水泳は夢や希望を
与えられるものなんだなと改めて思った。つらくて地味な練習も報われる晴れ舞台。萩原さんの笑顔が
「水泳って素晴らしいでしょ。一緒に楽しもう！」と教えてくれる。
Maki
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皆様に感謝しています。

編集後記

功労賞
佐藤雄二 （県北）
佐藤博之 （県中）
五十井田祐一（
県南）
南 正博 （会津）
阿部雄元 （相双）
松本伸一 （
いわき）
優秀指導者賞
浅野幸恵 （県北）
原 健
（
県中）
伊関真樹 （
会津）
島 利枝 （いわき）

徹（前会津水連会長）

特別賞
故大石

郡山五中水泳部

標に、五中代表という誇
りを持って周囲から応援

22

誇りを持って

される選手になることを
目指しています。

－６－

特別優秀団体賞
郡山市立第五中学校
＊八月の県総体で表彰されます

特別優秀選手賞
服部 翼 （福島成蹊高・福島ＳＳ）
寺田拓未 （湯本高・ＳＷ大教いわき）
国分香奈 （日大東北高・
ＳＷ大教郡山）
守永 隆（国士舘大学）

（郡山五中）
（平二中）
（
湯本高）
（福島成蹊高）

優秀選手賞【橘賞】
佐藤大生
伊藤理智
寺田拓未
服部 翼

＊一月のクラブ対抗で
表彰されました。（
写 真下 ）

郡山市役所本庁舎1階ロビー（正面階段の右脇）に展示してあります

福島県水泳連盟事務局

パース（建築模型）

「子供たちの夢を育む屋内水泳場」
一般社団法人
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五中代表の
優秀選手おめでとう！
萩原さん、古張矢祭町長の祝福を受ける
左２人目から佐藤大生、服部翼、国分香奈

48
全中 Ｆｒリレー決勝 入場紹介
左から岩崎・星野・野矢・佐藤

特別優秀団体賞に郡山五中

24

〒960-1101
福島市大森字赤沢99-3
TEL/FAX ０２４－５７３－６２５３
ホームページ
http://www.fukushima-swim.org/
ｅメール
swim-fukushima@ia8.itkeeper.ne.jp

（撮影・名木氏）

