福島県水泳連盟が創立
周年を迎えられましたこと、
心からお慶びを申し上げま
す。
私は、記念式典・祝賀会
で拙いながらも司会を務め
させていただきました。記
念式典では、多くの皆様に
ご尽力をいただき感謝いた
しております。案内の作成、
発送作業、配布資料等の作
成では、三浦総務部長、平
野広報委員長はじめ皆様方
には大変なご苦労があった
ことと思います。
式典の中で流したスライ
ドショーは、何千枚という
写真の中から特にいい写真
を抜粋し、丹野智春先生に
作成して頂きました。スト
ーリー性のある素晴らしい
内容にして頂き、式典がよ
り感動的なものになりまし
た。また、未来宣言では、
２０２０東京オリンピック
へ、この福島から必ずオリ
ンピアンを誕生させるとい
う、末永敏則さんの情熱に
満ちた宣言が印象的でした。
品川萬里市長より
（一社）千葉県水泳連盟様へ
感謝状を贈呈頂きました

創立70周年記念式典・祝賀会
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右から（一社）千葉県水連理事長加藤宗人様・
㈱スポーツバックス泉貴子様・リス興業㈱苅谷正彦様

－３－

伊藤 清郷
プール公認測量者

中締めは古市先生

県水連の一員として 周
年式典のお手伝いをさせて
頂きました。
私が競技役員の資格を取
得したのが 年前になりま
す。毎日の仕事と土、日等
に開催される各種大会、又
会津地区合同の会津大で行
う練習会への参加が楽しく、
私自身が本当に水泳という
ものが好きなのだと改めて
思いました。
私自身、選手生活を含め
れば通算 年水泳になりま
すが、現在は昔いっしょに
泳いだ仲間や、私たちが指
導してきた後輩が指導者と
していっしょに会津の水泳、
福島の水泳をもっと好きに
なってもらい続けてもらう
ための普及と選手強化を、
会津大学のプールで５ヶ月
間行っています。
福島県にも念願の ｍ屋
内プールが出来ますが、こ
れからも 、 、 周年と
続く未來に向かって福島県
水泳連盟発展のために全力
で取組みして行きたいと思
います。
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県水連感謝状

東北水泳連合の皆様も乾杯！
（遠路はるばるありがとうございました。）

27

40

80

明確なビジョンを持ち堂
々と夢を語る壱岐会長の熱
き想いとリーダーシップ、
そしてそれを支える福島県
水泳連盟の皆様のチームワ
ーク、本当に素晴らしい連
盟であると誇らしく思いま
す。
２０２０へ向けての新た
なるスタートに相応しい、
一人ひとりが主役の素晴ら
しい式典・祝賀会でありま
した。ご協力頂きました皆
様に感謝申し上げます。

前に進みます！
前に進みます！

70

私たちは

華やかに 開催

老若男女 素晴らしい仲間達

会津水泳連盟 島崎竜也

（
元復興大臣）
根本匠様より
心 温 ま るご祝 辞 を 頂 き ま した

青木会長
ありがとうございます

泉副会長、坂元専務、山口議員も笑顔です

入賞おめでとう！

「希望郷いわて国体」観戦の巻

○県高新 ★ベスト

23.66 ○★
23.73）○★

少年Ａ 女子
国分 香奈(高３)
4位 50m自由形
（予選4位
8位 100m自由形
（予選5位

26.34
26.46)
58.04
57.42)

３７位 １９点

皇后杯（女子総合）

２９位 １６点

今年は、東北大会等で慣
れ親しんだ岩手盛岡が開催
地。私たちがふくしま国体
で経験したように、会場は
いつもの見慣れたプールで
はなく、やはり「国体会場」
となっていました。スタン
ドがやや手狭なので、各県
選手の応援場所を設定する
と一般の観覧席の確保は本
当に大変。特に今年はオリ
ンピック年ということもあ
り、多くのオリンピアンが
参加しました。会場は連日
超満員！前日から整理券を
求めて長蛇の列。毎日長い
時間並んで席を確保し、選
手の応援をしている保護者
には頭が下がります。選手
のために、子供のために䢧
その思いに支えられている
と国体（や各種大会）の度
に心がふるえます。

少年Ａ 男子
佐藤隆之介(高３)
６位 50m自由形
（予選7位

第７１回国体総合成績
天皇杯（男女総合）

女子競泳予選
★ベスト
成年
小松 桃子(大３)
18位 100m自由形
少年Ｂ 山崎 千帆(高１)
24位
50m自由形
16位 100mバタフライ
伊藤 理智(高１)
22位 100m自由形

男子競泳予選
※東北中新◎県新記録 ○県中新★ベスト

58.13

27.54
1:03.45★

59.46

成年 服部 翼(大１)
26位 100m自由形

52.13

守永 隆（大４）
22位 100m背泳ぎ

58.45

今年の国体出場は本当に
少数精鋭であり、少年Ａは
２名のみ。また女子は４名
と男子の半数以下となって
います。ここ数年大会出場
人数が減少し、特に女子は
男子の半数という県全体の
傾向を写しているようでし
た。
（強化の面だけでなく、
水泳に携わる者みんなで選
手層を厚くしていく手だて
を考えなければいけないと
強く感じます。
）
しかし、その少年Ａに出
場した２名、佐藤隆之介君
と国分香奈さんの両名がみ
ごと決勝進出し入賞という
結果はすばらしいものでし
た。

鈴木 皓大(大４)
26位 100m平泳ぎ
寺田 拓未(大１)
21位 100mバタフライ

1:03.40
54.67

守永・鈴木・寺田・服部
14位 400mメドレーリレー
3:44.58
少年Ａ 佐藤隆之介(高３)
21位 100m自由形

52.29★

少人数でも

気合いは充分

少年Ｂ 伹野 智哉(中３)
15位 100m背泳ぎ

1:00.04

後藤小太郎(中３)
21位 100m平泳ぎ

1:07.38

安齋 叶空(中３)
11位 100mバタフライ

56.61★

蛭田 智也(高１)
11位 200m個人メドレー

2:09.61★

岩崎・五十嵐・伹野・渡邉
20位 400mフリーリレー
3:39.26
第一泳者・岩崎 54.16★

少年ＢからＡへ、これが
ひとつの壁です。今年も中
３と高１の初出場組が多く
参加しました。いつもの大
会なら予選、決勝と数多く
のレースに出る選手達です。
しかも水泳は個人で２種目
出場できます。しかしなが
ら国体はそうはいきません。
一人１種目。
「もっと泳ぎた
かったなぁ。
」と漏らした言
葉が印象的でした。その気
持ちを忘れず、来年はぜひ
決勝まで進んでレースを経
験してください
また、今回は久しぶり
に成年男子でのリレー出
場がありました。東京国
体で活躍した少年組が大
学生に・・。来年もぜひ、
リレー競技でも私たちを
楽しませてほしいと思い
ます。
!!

- ４ -

伹野・後藤・安齋・岩崎
11位 400mメドレーリレー 3:56.16※○

飛込
西川 友章
18位 成年男子飛板飛込 290.95
飛込
安倍 萌未
17位 少年女子髙飛込
109.30
17位 少年女子飛板飛込 130.15

