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　令和２年２月６日、新潟市

スポーツ協会のジュニア優秀

競技者として杉本妃鞠選手

（新潟第一中学校）蓮野巧人

選手（江南特別支援学校）が

選ばれ、表彰された。両選手とも日ごろの強化

練習を意欲的に取り組み、大きく飛躍したもの

である。さらに精進を重ね、日本を代表する選

手に育つことを願っている。

　また、今回は嬉しいことに新潟医療福祉大学

水泳部が特別賞を受賞した。下山好充監督を始

めサポートスタッフの緻密な指導で、全国のトッ

プクラスにまでその実力を高めた。当日は、下

山監督と水沼選手が代表して受賞されたが、今

後新潟のジュニアの選手たちも医療福祉大学水

泳部に学び、大きく育つことを期待している。

　ところで、表題の「感動で、私たちは一つに

なる」である。これは、東京オリンピック・パ

ラリンピックの共通のスローガン（大会モッ

トー）である。感動で人々がつながることで、

国籍や宗教、障害などの壁を越え、互いを認め

合う共生社会につなげたいとの思いを込めて決

定されたとのことである。ソウル五輪以前は、

「より速く、より高く、より強く」が共通して使

われていた。私は、今回の「感動で、私たちは

一つになる」はすばらしいスローガンだと思う。

共生社会への一歩を明確に打ち出しているから

である。とりわけ、当協会は、新潟県水泳連盟

内で唯一障害者の競泳部門を持っている組織で

あり、パラリンピックの競泳で日本代表候補と

して最終調整に入っている選手がいるからであ

る。その選手は、すでにご承知の京ヶ瀬中学校

２年の山田美幸選手である。野田、岡野両コー

チを始め、スタッフの皆さんの献身的な活躍に

敬意を表するとともに、美幸選手本人の不屈の

闘志と懸命な努力に心から賞賛の拍手を送りた

い。「感動で、私たちはひとつになる」を実感で

きるような大会にしたいものである。

　時恰も、医療福祉大学水泳部からも水沼選手

等数名のオリンピック候補が育っている。新潟

の地から競泳で東京オリンピック・パラリンピッ

クへの出場が実現すると、新潟の水泳史上初め

ての快挙になる。

　総力を挙げて支援の輪を広げたい。

会長　石　川　志　郎

感動で、私たちは一つになる
（United by Emotion)
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（公財）公認上級障がい者スポーツ指導員　岡野　高志

　平成30年４月22日新潟水協の広報（第38号）の２、３Ｐ紹介したとおり、山田美幸選手の2019年度の状態について、
　元号が令和になった５月の GWに、日本身体障がい者水泳連盟の強化・育成合宿が兵庫県神戸市で初めて参加、
2020年３月までの流れ

◦2019年度強化育成合宿、競技大会等
　５月３～６日 第２回育成選手合宿 兵庫県神戸市
　６月30日 第33回関東身体障がい者水泳大会 千葉国際水泳場
　８月23～25日 東京パラリンピック１年前合宿 静岡県
　９月21～23日 2019ジャパンパラ水泳競技大会 横浜国際水泳場
　10月18～20日 第５回育成選手合宿 奈良県　スイム奈良
　11月23～24日 第36回日本パラ水泳選手権大会 千葉県国際水泳場
〇12月20日 第43回新潟日報スポーツ賞 新潟日報メデイアシップ
　12月26～30日 東京2020パラ水泳日本代表推薦候補＜選択＞強化合宿 ナショナルトレーニングセンター
　１月13日 第３回日本知的障害者選手権新春水泳競技大会 千葉県国際水泳場
□２月９～17日 2020WPS ワールドシリーズ大会（国際クラス分け） オーストラリア　メルボルン
※３月６～８日 2020春パラ水泳春季記録会（中止） 静岡県富士水泳場

〇第43回新潟日報スポーツ賞に選ばれた。
□東京パラリンピック水泳日本選手代表になるためには国際クラス分けを受ける必要。

◦2020年４月から東京パラリンピックに向けて
※５月22～24日 2020ジャパンパラ水泳競技大会 横浜国際水泳場

※�　東京パラリンピック日本代表選手に選考される大会が３月と５月の大会でしたが、新型コロナ感染症に関連して
３月の大会中止となりました。あとの大会は５月のジャパラ水泳競技大会のみとなりました。
　山田美幸選手は次の選考戦は日本代表選考戦の大会が最後なので、ベストを出して、日本代表になれるように頑
張ります。協力をしてくれた皆様に、いい報告を出せるように頑張ります。とコメントを頂き、「目指せ！東京2020
新潟から、東京へ羽ばたけ」の気持ちをもって励みたいです。

　８月25日～９月６日 東京パラリンピック 東京アクアティクスセンター

　３月12日現在、各プールが使えない状態になり、練習不可となり、早く練習再開したいものです。

新潟の空から、東京の空に夢に乗せて 2019年度

〇2019年度を振り返って（岡野高志）
　令和元年度では、大会、合宿、研修会へ行くことが多くあり、忙しい年でした。
　障害者に合わせた泳ぎ方の練習メニューを作成し行ってきましたが、泳ぐ練習だけでは、伸びないと思い、ストレッ
チ、陸トレも作成して行った。慣れていない選手も積極的に最後まで行ったことがうれしかった。３月の大会が中止
になったことが残念でしたが、次の大会まで、頑張っていきたいと思います。

①強化合宿
　日本身体障害者水泳連盟から、強化・育成合宿に初めて参加した。
　陸トレ、ストレッチ等、コーチから丁寧に指導をしてもらい、最後まで練習することができた。家でもできるトレー
ニングを行っています
②大会の結果
　50ｍ背泳ぎで１分21秒でしたが、１月の大会では１分11秒で、10秒位縮むことができた。（2020パラリンピック東京
大会水泳競技日本代表の標準記録を突破）
※�2020パラリンピック東京大会日本代表選手に選考される大会が３月と５月の大会でしたが、新型コロナ感染症に関
連して３月の大会中止となりました。あとの大会は５月のジャパラ水泳競技大会のみとなりました。
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　私事ですが、中学校教員として、長年、部活動指導
に携わってきました。生徒と保護者の皆様に下記のこ
とを伝えてきました。
○大好きなサッカーを思いっきり楽しもう。
○�きちんとした学校生活を送ろう。授業や係活動、
特に清掃活動を一生懸命に取り組もう。サッカー
部員の前に、一人の中学生です。
○�きちんとした家庭生活を送ろう。ゴミ出しや風呂
掃除など家族としての仕事をすること。家族とい
うチームの一員としての自覚が大切です。
○�きちんとした食事をしよう。好き嫌いを克服する
こと。食べることもトレーニングの一つです。
○�練習試合や大会で負けた時に何ができるか。人と
しての真価が問われます。
○�「みんな（仲間・対戦相手・家族・指導者など）」
がいるから、大好きなサッカーができるのです。

常にみんなのことを考えたプレーや行動をしよ
う。そして、誰からにも応援される生徒になろ
う。など。

　山田美幸さんは、上記のことを努力し実践している
素晴らしい京ヶ瀬中学校の生徒の一人です。意欲的な
学習態度で授業に臨むとともに、１学年委員として学
級討議や学年集会の司会進行役などで活躍する生徒で
す。また、阿賀野市プレゼンテーションコンテスト（英
語スピーチコンテスト）へ当校の代表生徒の一人とし
て出場し、奨励賞を受賞した努力家でもあります。
　今まで以上に、仲間や家族、指導者をはじめとす
る関係者の方々に感謝しながら中学校生活と水泳を
両立できる山田美幸さんであると確信しています。
今後とも、ご指導とご声援をいただければ幸いです。
「頑張れ！山田美幸さん！」

　 私 と 水 泳

阿賀野市立京ヶ瀬中学校　山田　美幸　

　私が水泳を始めたのは５歳の時です。母がどう思っ
たのかは分かりませんが、障がいがあったからではな
く、小児ぜんそくを治すため、それが水泳を始めた理
由でした。
その頃の私は、障がいを持っていても活発な子ども
だったと思います。例えば、母と一緒であれば、よく
外出したがったり買い物などもせがんだりしていまし
た。近所には一緒に遊ぶ友だちも居ました。
　そんな私でも、初めて水に入ったとき、底に足がつ
くか不安でとても怖い思いをしました。水が目に入っ
たときは痛かったのも覚えています。水を怖がる私を
水に慣れさせてくれたのはコーチ達でした。すべり台
を使って水と触れ合う楽しさを教えてくれました。小
学校の二年生のころには、100ｍが泳げるようになっ
ていました。気がついたら小児ぜんそくも治っていま
した。また、水泳を始める前はただ遊んでいるだけの
毎日だったのですが、水泳を始めてからは、目標に向
かって充実した日々を送れるようにもなりました。

　そして、水泳の
おかげで環境も大
きく変わりました。
学校以外で人と接
する機会が持てる
ようになったので
す。同じチームの
中に私を気づかっ
てくれる先輩もい
ます。機会がある
と連絡を取り合うこともあります。一番驚いたのは、
外国の人達です。みんなとても積極的で、私に手を
貸してくれたり気軽に話しかけたりしてくれます。私
はそういう人たちにも何とか応えたいと思うのですが、
私の英語力ではなかなかうまくいきません。英語の大
切さを感じています。
　こうして水泳を始めてからを振り返ってみると、私
は少しずつですが成長することができ、とても感謝し
ています。そんな水泳への恩返しのためにも、自分が
次に何をやらねばならないかを常に考え努力を続けて
いきたいと思っています。

　 山田　美幸

阿賀野市立京ヶ瀬中学校　校長　三膳　　章　
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Ｑ 　昨年度で一番良かったことは何でしたか？

A 　�５月に行われたシンガポール大会でＢ決勝に残ったことです。国際大会で決勝
に残れるとは思ってもいなかったのでとても良かったです。

Ｑ 　昨年は目標を達成することができましたか？

A 　��50・100・200ｍの自由形でベストタイムを出すことと、東京パラへの出場
権を獲得することを目標にやってきました。それぞれベストタイムは出ました

が、東京パラが１年延期になったのでまた頑張ろうと思っています。

Ｑ 　今年度目指していることは何でしょうか？

A 　�50ｍで全国１位、100ｍで全国３位、200ｍは自己記録の更新です。特に
200ｍは次の大会で自己ベストを出したいです。また、９月の鹿児島で行われ

る全スポで、もう一度日本新記録を出したいと思っています。

Ｑ 　そのために何を頑張りますか？

A 　�筋力をつけることと、苦しいことに負けない自分を作りたいと思っています。
今年度から社会人１年生となり、環境に慣れるまで時間がかかるかも知れませ

んが、精一杯頑張ります。また、いろいろな人に知的障害者の水泳を理解して

もらえたらうれしいです。

　以上、蓮野選手へのインタビューでした。今後の活躍に期待しています。

　昨年度、蓮野選手は知的障害者の各種大
会で大変優秀な成績を収めました。６月
９日に行われた日本知的障害者選手権大
会では、50ｍ３位、100ｍ２位とメダル
を獲得。12月８日の JSCA全国知的障害
者水泳競技大会（18歳以下・短水路）では、
50・100・200ｍともに大会新記録の樹
立などです。そこで蓮野選手に今後の目
標等をインタビューしてみました。

蓮野巧人選手 への インタビュー
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　私にとって水泳は、小学生の頃、学校プールでク
ロール25ｍがやっとで息継ぎもうまくできなく苦手
なものでした。
　定年退職後の平成26年10月、白根総合公園屋内
プールが完成したことがきっかけで、「春期ナイト
水泳『はじめてクロール』」や西海岸公園市営プー
ルの「みんなの水泳～４泳法コース」などの水泳教
室に通い、新潟水泳協会レディース部指導員の皆様
から段階別に丁寧に教えていただきました。今も日
本泳法などの教室で水泳を習い続けて、毎日のよう
に自主練習も重ねています。

　令和元年新潟市年齢別選手権水泳競技大会で200
ｍ男子個人メドレーを５人（私65歳、50代前半１
人、30代前半２人、10歳１人）で泳ぎました。結果は、
予想どおりの５位でありましたが、楽しく泳ぐこと
ができました。この『シミンセン』は、連続３回目
ですが、初出場の感動が今でも楽しい思い出となっ
ています。私が緊張して泳ぎ終えた後、その後仲間
入りさせていただいた「百歳まで泳ごう会」のみ
なさんが、笑顔で迎えていただいたことが嬉しくて
今でも感謝しています。そのご縁で平成30年、日本
マスターズ「にいがた」のメンバーにも入れていた
だき、おかげで一昨年から新潟県マスターズ水泳競
技大会に個人種目やフリーリレー、メドレーリレー、
昨年は、日本マスターズ水泳短水路大会長野、金沢
会場にエントリーして100ｍ個人メドレーなどに出
場することができました。

　また、新潟水泳協会日本泳法部等が主催する「海
の日遠泳大会」が関屋浜で小学生の子ども達と一緒
に毎年行われています。私は、一昨年から日本泳法
の「はがい伸び」で子ども達のサポートのひとりと
して参加しました。海でこんなに長く泳いだのは初
めてで、子ども達と無事に泳ぎ終えた充実感を体験
できました。

渡辺　一也　

　さらに百歳まで泳ごう会の先輩指導員に勧められて、
令和元年度日本スポーツ協会公認水泳コーチⅠ専門科
目養成講習会を受講し、検定試験に合格しました。
　平日の屋内温水プールは、アクティブシニアの男
女等で賑わっています。ボランティアで市営プール
「おしえて水泳」のお手伝いを始めています。私は、
これからも泳力向上にチャレンジしながら、これま
での経験を活かして高齢者などで希望する人達に泳
ぐ楽しさと喜びを共有したいと思っています。
　終わりに水泳を始めたことでいろんな人達とのつ
ながりの輪が水紋のように広がったことに感謝して
います。

と
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❖アクシー巻　梨本　湊羚
　私のこれからの目標は２つあります。

　１つ目は、ジュニアオリンピックの決勝に残

ることです。私は、６年生の夏、初めてジュニ

アオリンピックに出場しました。そのとき、私

は周りの選手にあっとうされ、思うように自分

の泳ぎができないまま終わってしまいました。

だから、ふだんの練習や県の合宿では、人一倍

がんばり、自信をもってレースにのぞめるよう

にしたいと思いました。県の合宿は、ふだんの

練習よりもかなりきつくて、心がおれそうに

なったこともありました。でも、仲間とはげま

しあい、のりこえることができました。ジュニ

アオリンピックの決勝に残ることが簡単でない

ことは知っています。だからこそ、練習で苦手

なところを意識したり、自分をおいこんでいき

たいと思いました。

　２つ目は、50メートル背泳ぎで、県学童新記

録を出すことです。BSN大会では、あと0.5秒

とどかず悔しい思いをしました。全国ブロック

対抗大会は、台風の影響で中止になってしまい、

挑戦もできませんでした。だから、小学生最後

の長水路の大会に出場する事ができたら、必ず

県学童新記録を出せるようにしたいです。その

ために、スピードの練習では、全力を出し切れ

るようにして、スタートとターン後のバサロキッ

クを速く長くできるようにがんばりたいです。

　４月から中学生になり、勉強と水泳の両立が

難しくなると思います。そのなかで、全中出場

という目標も頭に入れ、勉強も水泳も全力で取

り組んでいきたいと思います。

　「よっしゃー。」

JO出場をかけた最後の挑戦であるチャレンジ

ミートが終わって、タイムを見た時にさけんだ

言葉だ。

　昨年の夏、全力で JOをねらっていたぼくは、

0.1秒届かず泣いた。

　その後１年間、「JOに出場したい。」という

強い思いで、必死に練習をした。

　中でも一番つらかったのは、GWに行われた

６日間の合宿だった。この合宿は、全国の JSS

チームから集められた選手で行われた。合計の

練習回数は10回。初めは誰も友達もいなかった。

いつも一緒に練習し、笑ったり、はげまし合っ

たりする友達がいなかった。それでも「JOに

行きたい。」という思いでがんばった。合宿が

終わるころには、他の県の友達もできた。

　そしてむかえた７月のＡ級大会。100ｍバタ

フライで JOまで0.5秒のタイムを出してチャ

レンジミートに残った。チャレンジミートでは、

うでが切れそうになったが最後まであきらめず

に泳いだ。

　その結果、JOの標準タイムを突破すること

ができた。

　苦しいことを乗りこえたからつかんだものだ

と思った。

　中学生になっても、どんどん合宿に参加して、

たくさん友達を作り、色々な大会で活やくでき

る選手になりたい。

❖ JSSジャンボ　坂木　荘介

 これからの目標

 強い気持ちで
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◎総会
平成31年度総会（Ｈ31．４．21）ラマダホテル
１．各部の報告と事業予定承認
２．平成30年度決算及び31年度予算承認
３．その他
　　・県水連競技委員会報告
４．懇親会

◎理事会
第１回理事会（H31．３月）西海岸プール
⑴　各部の事業報告
⑵　予算、決算
⑶　その他

◎大会関係（主催の大会）
１．新潟市年齢別選手権（R1．８．25）・参加選手
　チーム及び個人合計　426名
　例年同様、男女年齢別（８歳以下Ａ～84歳Ｒま
で５歳きざみ）で種目別、個人対抗及びリレーは
チーム対抗で競技を行い、順位を決定した。参加
人数は、高校生以下222名、大人204名、合計426
名となった。申込段階での問題等もなく、円滑な
競技運営が行われた。
　大会当日は高温であったが、屋内プールが休憩
場所として開放されていたことや熱中症に対する
注意喚起の放送等を繰り返し行ったことで、選手・
応援保護者とも健康に問題はなく、大会運営上も
問題は生じなかった。大会は大いに盛り上がり、
例年通り、夏を締めくくるよい大会となった。

２．新水協親善公認記録会（R1．11．24）参加選手498名
　今年度も昨年より70名増加し、498名という参
加人数であった。機械トラブルもなく、選手最優
先で、円滑な大会運営であった。

事務局　石　見　鉄　夫

令和元年度 総務部事業報告
大　　会 日　時 主　催

マスターズ
フェスティバル ４月12日㈰ スイミングク

ラブ協会

新潟県障害者水泳大会 ５月31日㈰ 障害者スポー
ツ協会

新潟県
小学生室内選手権 ６月14日㈰ 県水連

第34回 NST 新潟県
小学校選手権水泳大会 ７月19日㈰ 県水連

新潟市年齢別選手権
水泳競技大会 ８月30日㈰ 新潟市、新潟

水泳協会
新水協親善公認記録会 11月22日㈰ 新潟水泳協会

JSCA 新年フェスティバル １月10日㈰
11日㈪

スイミングク
ラブ協会

JOC 新潟県予選会 １月31日㈰ 県水連

2020年度の当協会の主催・共催・主管する水泳競
技大会（会場は全て西海岸公園プール）

◎令和元年度の活動
１）競技会

期　日 競技会名 会　場
４月７日㈰ 第70回 BC 級大会 アクシーひがし

４月14日㈰ 第25回マスターズフェス
ティバル 西海岸プール

５月26日㈰ 第30回クラブ対抗大会 柏崎アクアパーク
６月30日㈰ 第44回信越小学生選手権 柏崎アクアパーク

７月７日㈰ 第62回Ａ級大会
第７回Ａ級チャレンジミート DP プール

10月27日㈰ 第71回 BC 級大会 DP プール
１月12日㈰
　・13日㈪ 第46回新年フェスティバル 西海岸プール

２月23日㈰ 第８回チャンピオンシップ
第２回 CS チャレンジミート DP プール

SC部　松　木　　　保

２）研修会

　池江璃花子選手が長い入院生活を終え、軽いト
レーニングを始めたと聞きます。東京オリンピック
への夢を思いがけない白血病という病気によって突
然断たれた絶望は、我々には想像が及びません。
　そんな彼女が再びトレーニングに向かったは、も

期　日 名　　称 会　場

９月29日㈰
テーマ：
水泳競技における障害予
防とパフォーマンス向上
講師：高橋利一氏

アクシーひがし

SC部 令和元年度の
活動報告と今後の課題
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ちろん周りのサポートがあったからでしょうが、何
より本人に、オリンピックへの強い執念とあきらめ
ない気持ち、そして、努力すれば必ずできるという、
自分を信じる力があるからだと思います。
　今年３月、新型コロナウィルスの影響で、我々民
間スイミングスクールも長期の休講を余儀なくされ
るなど、これまでになく大きなダメージを受けるこ
ととなりました。また、東京オリンピック選考会や
春季ジュニアオリンピックの中止は、それらを目指
して猛練習を重ねてきた選手とコーチたちにとって
悔しい出来事でした。
　しかし、私たちは前を向かなければなりません。
池江璃花子選手がどん底に落とされても昨日より今
日、今日より明日の向上を目指してトレーニングを
始めたように、私たちも新たな目標を掲げ、それに
向かい一歩ずつ前進していこうと思います。自分た
ちの力を信じて。

競泳強化部　上　野　幹　夫

◎令和元年度の反省
１　通年の強化練習について
　①�　計画通りに強化練習を行い、全体的に成果が
上がっている。

　②�　夏休みなど学校の長期休業中にも２部練習等
効果的な練習を行うことができた。

　③�　小学生、中学生、高校生とも新潟県の上位で
活躍する選手が育ってきている。
北信越大会・全国大会で入賞するなど大きな成
果を上げることができた。

　④�　日曜練習では、AFAS豊栄や ISC ウェルと合
同での練習を行った。

　⑤�　普及部からの選手勧誘を進めているが、選手
数が増えない。今後の大きな課題。

２　試合等について
　⑴　試合数　１年間に15～20試合に参加。
　⑵　年代別の成果
　　①高校生　�北信越・県大会入賞、インターハイ

出場
　　②中学生　�県大会入賞。北信越大会入賞。全国

中学入賞。
　　③小学生　�BSN・NST 大会等出場しベストタ

イムを大幅に更新。
　⑶�　県・全国ランキング　各年代でランキング入
りした選手・種目数が増加している。

　⑷�　令和２年度も中学生から高校生までの各年代
で活躍が期待できる。

令和元年度の反省と
令和２年度の活動計画

３　今後の課題
　⑴　全国大会入賞に向けた強化選手の発掘・育成。
　⑵�　スイミングスクール、中・高体連等との合同
練習。

　⑶�　スタッフの安定的な確保
　⑷�　練習場所の確保（日曜練習・早朝練習等）
　⑸　選手の勧誘と育成（普及との連携強化）
　⑹　大会遠征費等の経費負担の改善

月 大　会　名 月 大　会　名

４ 29日 ダッシュ新潟水
泳大会 10

７日 市中学総体（西海
岸）　25日 県スプリン
ト選手権（DP）

５
10日 ミドルディスタ
ンス選手権　20日 高
校地区大会（西海岸）
30・31日 県選手権（DP）

11 22日 新水協親善記録
会（西海岸）

６

14日 県小学生選手権
（西海岸）　
19～21日 県高校（西海
岸）　22・23日 中学地
区（西海岸）

12
６日
フリッパーズカップ

（DP）

◎令和２年度活動方針（案）
１　通年の強化練習について
　⑴　毎週火曜日～土曜日
　17：30～21：00の時間帯でASと調整しなが
ら練習を行う。
＊�夏場（６月～８月）の日曜日は屋外長水路で
の朝練習を行う。

　⑵�　⑴以外にも土日や長期休業中の強化練習を別
途計画（プールと調整要）

　⑶�　中・高体連やスイミングスクールとの合同練
習を計画

２　試合について
・�参加する試合の選択（選手育成の観点から積
極的な参加を図る）
・�大会のレベル・規模・選手のコンディション
等を考慮して参加する。
・�全国大会の出場を目標とするので、その予選
会には全て参加する。

３　その他
　・県水連との連携を図りながら活動を進めていく。
　・普及部からの積極的な選手勧誘。
　・�コーチの確保に毎年苦慮している。選手の指導
と仕事の両立が難しい。

＜主な大会日程（日程は予定）＞
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日本泳法部　藤　原　智　美

◎令和元年度（2019）報告　
・日本泳法教室
　（公財）新潟市開発公社主催スポーツ教室
講師　杉澤葉子、福田舞子、水島恵子、藤原智美

　【期　日】　春８回　秋８回　冬８回
　【時　間】　日曜日　13：30～14：30（60分）
　【会　場】　西海岸公園市営プール

・第16回　関屋浜遠泳大会
　【期　日】　令和元年７月15日（海の日）
　【会　場】　関屋浜海岸
　【参加者】　小・中学生、保護者および有志　計33名

・夏季強化練習
　【期　日】　令和元年７月１日から８月15日のうち５日
　【会　場】　西海岸公園市営プール
　【指導者】　杉澤葉子、福田舞子、水島恵子、藤原智美

・第64回日本泳法大会
　【期　日】　令和元年８月24日、25日
　【会　場】　千葉県国際総合水泳場
　【結　果】　資格審査　游士　三條谷岳

（審査種目：游方「真」、三段伸）合格
　　　　　　　　　　　修水　渡邉涼子

（審査種目：片手抜、游方「真」）合格
　大会後の有資格者は範士１名、教士２名、練士
２名、修水１名、游士９名となりました。

日本泳法部の活動
元年度報告と２年度目標

　大会には杉澤葉子、福田舞子、渡邉涼子、藤原
智美が競技役員の委嘱を受け参加し、福田舞子が
団体競技、シニア団体競技の審査を担当しました。

・第95回日本選手権水球競技大会
　【期　日】　令和元年10月６日
　【会　場】　東京辰巳国際水泳場
　【参加者】　福田舞子
　東京オリンピックに向けて、水球競技のエキシ
ビションとして日本泳法の演技が披露されること
になりました。それに先立ち、今回の日本選手権
に福田舞子が参加し、諸手傘の演技を披露しました。

・第21回東京都日本泳法競技会
　【期　日】　令和元年11月９日
　【会　場】　東京都辰巳国際水泳場
　【結　果】　横泳ぎ競泳
　松田　彰（76歳～80歳区分）50ｍ１位、25ｍ１位
　渡辺一也（66歳～70歳区分）25ｍ１位
　三條谷岳（51歳～55歳区分）25ｍ４位

　団体競技　「新潟水泳協会　真」チーム
　　　　　　渡辺一也、三條谷岳、渡邉涼子
　　　　　　１回戦　２対１で勝利
　　　　　　２回戦　０対３で敗退

　　　　　　「新潟水泳協会　草」チーム
　　　　　　風間清美、池田登喜子、佐藤文江
　　　　　　１回戦　１対２
　　　（池田、佐藤が体調不良のため棄権）で敗退

・第68回日本泳法研究会
　【期　日】　令和元年３月21日（土）、22日（日）
　【会　場】　大阪府
　【課題流派】　能島流

◎令和２年度（2020）目標
・日本泳法教室
　（公財）新潟市開発公社主催スポーツ教室
　講師　杉澤葉子、福田舞子、水島恵子、藤原智美
　【期　日】　春８回　秋８回　冬８回
　【時　間】　日曜日　13：30～14：30（60分）
　【会　場】　西海岸公園市営プール

・第17回　関屋浜遠泳大会
　【期　日】　令和２年７月23日（海の日）
　【会　場】　関屋浜海岸

・第65回日本泳法大会
　【期　日】　令和２年８月22日、23日
　【会　場】　兵庫県
　　　　　　神戸ポートアイランドスポーツセンター

月 大　会　名 月 大　会　名

７
19日 NST 選 手 権（ 西
海岸）　17～19日 高校
北信越（北信越）
23・24日 県中学（長岡）

１
10・11日 新年フェス
ティバル（西海岸）
９日 長岡新春（DP）
31日 JO予選（西海岸）

８

５日 北信越中学（長
岡）　９日 BSN 大会

（DP）　17～20日 イン
ハイ（ひたちなか）
17～19日 全中（名古
屋 ）　22～26日 全 国
JOC（大阪門真）　
30日 新 潟 市 民 大 会

（西海岸）

２

14日 長岡室内選手権
（DP）
21日 チャンピオン
シップ（DP）チャレ
ンジミート

９
11日 県高校秋季（DP）
18～20日 国民体育大
会（鹿児島）

３
６・７日　にいがた
OPEN（長岡）　
27～30日 全 国 JOC

（東京辰巳）
＊この他にも大会が入ることがある。
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西海岸普及部　佐　藤　貴美子

　私たちは西海岸公園市営プールで、初心者児童水
泳教室の指導をしています。
　１年を半分に分け、４月から９月を前期、10月か
ら３月を後期として期毎に入会募集をしています。
練習時間は10時から11時ですが、夏場の６月から９
月は一般の方に開放される前の８時30分から９時30
分を使用しています。10時から11時の練習時間の際
は、一般利用者と一緒の時間帯になりますので、子
どもたちには社会性を身につける機会となるように
声がけをしています。
　指導目標は、『子どもたちが水と仲良くなって、
のびのびとした気分で泳げるようになること』です。
安全第一で１年生から６年生の子どもたちを、無理
のないように泳力別に「水慣れ」「クロール」「背泳ぎ」
「平泳ぎ」「バタフライ」などの７クラスに分け、楽
しい練習とちょっと頑張りが必要な練習とを組み合
わせながら、泳ぐことが楽しいと思えるようになっ
てほしいと工夫しています。
　令和元年度は、新型コロナウィルスの感染拡大予
防のために、３月の教室を４回中止することになり
ましたが、今はまた４月からの水泳教室を予定通り
開催できることを願い準備しているところです。

日 曜 水 泳 教 室

AS部　大　串　真理子

◎令和１年の活動報告
強化・育成
１　強化練習
◎陸上トレーニング
　１時間15分の中で筋力トレーニングとスト
レッチを行っている。せめて、後、15分ほしい。
　ASは柔軟性がないとよいパフォーマンスが
発揮出来ない。特に前後開脚の柔軟性は重要で
股関節を痛めないようにギリギリのところでス
トレッチをしていくがいつまで経っても目標ま
でに至らないのが悩みだ。また、瞬発力の個人
差が大きく、個別にトレーニングを工夫する必
要がある。

　◎水中トレーニング
　水中でのトレーニングは大きく分けて３つに
分かれる。
①�泳力、体力、持久力を養うスイムとASのキッ
ク、スカーリングのレーン練習
②�垂直姿勢でのサポート力及び体幹を身に着け
るベーシックと呼んでいる筋力トレーニング
③音楽に合わせて泳ぐルーティン練習
　会員が増えたのは喜ばしい事だがコーチ不
足の中、手がかかる分、レベル別にしっかり
教えることが難しい。土曜日は時間差で後か
ら来る育成の会員をうまくローテーションし
ながら、指導することは厳しいものがある。
　オフシーズンから、コーチが１人でも選手１
人１人を見ることが出来るようにレベル別にス
イムを抜いた反復練習を交代で行う方法を試み
ている。その為、特に選手は平日のスイムに時
間が殆ど取れない分、スイムは週末の１日練習
でしっかり泳ぐ時間を取るように試験的に構成
を変えている。ただでさえ、以前より少ないス
イムを減らすことは勇気がいるが限られた時間
で効率よく練習する方法を模索している。

２　合宿について
　競技会に合わせて２泊３日にしたかったがプー
ルの都合で１日の練習会と１泊２日の合宿となっ
た。音楽に合わせて泳ぐルーティン競技は種目別
にコーチが分担する。しかし、諸事情で担当コー
チがこの合宿で最終的なチェックや調整が出来な
かった事は一抹の不安だった。
３　大会結果
　北信越大会に３人出場した。
　出場２回目の中学２年生はフィギュア競技、
ルーティン競技共に昨年から僅かに得点をあげた

・第22回東京都日本泳法競技会
　【期　日】　令和２年12月13日
　【会　場】　武蔵野の森総合スポーツプラザ

・第69回　日本泳法研究会
　【期　日】　令和３年３月20日、21日
　【会　場】　未定

〇東京オリンピックでのエキシビション
　水球競技のエキシビションとして、日本泳法の
演技が披露されることになりました。
　東京オリンピックの水球競技のエキシビション
に福田舞子と藤原智美が参加の予定です。

令和元年度の活動報告と
令和２年度の活動計画
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ものの、ソロは標準点が高い上、泳ぎに精彩を欠
き、全国大会の標準点に届かなかった。
　フィギュア競技は未経験の２人のうち、小学６
年生はそのフィギュア競技で４位と素晴らしい結
果を出したがルーティン競技は合宿での不安が的
中し、思うように力を出せず、総合順位を伸ばせ
なかった。これはコーチの責任だ。
　もう一人はいきなり中学生区分に挑戦した。特
にフィギュア競技は小学生区分からレベルが一気
に高くなるため、まずは減点がなかっただけ、よ
く頑張ったと思う。ルーティン競技は先輩の胸を
借りてデュエットを泳ぎ切った。

普及
　新人５人が10月で入会して１年になる。
　本来ならば、なるべく早く週１回から練習回数
を増やすことを働きかけるところだがコーチ不足
により、選手の指導で手一杯で積極的に育成に上
がることを勧めることが出来なかった。
　さすがに小学６年生の２人はレベルが高くなる
翌年の中学進学を思い、先に６月に練習回数を増
やし、他の３人もオフシーズンに入って早々に練
習回数を増やした。
　常に指導者不足が付きまとう。情けない思いだ。
　それでも競泳の泳力検定と同様のAS の検定、
バッジテストに挑戦し、発表会ではルーティンを
泳ぎ、垂直の技にも挑戦した。

◎令和２年の活動計画
強化
１　強化練習
　毎年、中央で行われる研修を日々の筋力トレー
ニングとストレッチに取り入れているが限られた

時間の中で今までのトレーニングのどれかを抜か
ないと収まらない。不要なものはないのでトレー
ニングが片寄る。そこでバランスよく行う為、オ
フシーズンから大幅に見直している。
　水中練習もオフシーズンから取り掛かっている
練習構成の変更の成果が試されるところだ。
２　合宿について
　競技会の日程の関係で競技会と同じ日数での合
宿が取れなかったが大会未経験の新人中学生が
いるので競技会の流れに沿った動きの中で最終
チェックができるようにする。
３　競技会
　全国大会を目標とする選手が中学生区分では今
回が最後なので頑張らせたい。
　昨年は泳ぐだけで精一杯だった中学生も今年は
標準点を目標に頑張らせたい。
普及
　２人、新たに会員が増えた。現在、レベルが４
段階になっている。昨年の反省を元に停滞しない
ように工夫して進めていきたい。
　昨年、小学生区分で素晴らしい結果を出し、既
に中学生区分の技術を持っている選手がいる。中
学では部活もしたい、勉強も心配ということで選
手からコースを下げた。
　毎年、進学時にこういうことが起きる。と思え
ば、予期せぬ希望者が２人、部活は入ら
ず、ＡＳ、１本で頑張りたいと言ってきた。
　嬉しいがどう考えても２人の技術を競技会レベ
ルに上げるには時間が足りない。でも、熱意にコー
チ魂が動いた。その矢先に新コロナウィルスの影
響で練習が潰れた。現実をしっかり見極めなくて
はいけない。辛い決断だ。
　厳しい年になりそうだが前を向いていこう。
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　私たちは新型コロナの影響を受け、大会の中止や
延期、練習もままならない状況の中で、それぞれの
生活を送っているのが現状です。広報も発生前後に
渡って寄稿いただくこととなり、例年どおりに発行
することができませんでした。この先も、見通しを
たてることは難しい状況ですが、知恵を出し合い、
助け合って前に進んで行きたいものです。　Ｓ．Ａ

編集後記

HS部 令和元年度活動報告書
　　 令和2年度活動予定

◎令和２年度ＨＳ部活動予定
月日 活動内容 会場

５月22日㈮
～24日㈰ 2020ジャパラ水泳競技大会 横浜国際プール

５月30日㈰ 第21回新潟県障害者スポー
ツ大会予選大会 西海岸プール

６月14日㈰ 関東身体障がい者水泳選手
権大会

小豆沢体育館
温水プール

８月25日㈫
～９月６日

㈰
2020パラリンピック
東京大会

東京アクア
ティクスセ
ンター

８月30日㈰ 新潟市市民水泳選手権大会 西海岸プール
10月24日㈯

～26日㈪
第20回全国障害者スポーツ
大会 鹿児島県

11月７日㈯
～８日㈰

第37回日本パラ水泳選手権
大会 宮城県

2021年
１月11日

（月・祝）
第４回日本知的障害者選手
権新春水泳競技大会

千葉県国際
水泳場

２月21日㈰ 2020年度　ふれ愛水泳記録会 ふれ愛プラザ
温水プール

３月６日㈯
～７日㈰ 2021パラ水泳春季記録会 静岡県富士

水泳場
※ グレー色の各大会では、新型コロナウイルス感染者防止

の為、中止になりました。現在令和２年４月１日
2020年パラリンピック　東京大会では2021年の８月24日
～９月５日に延期になりました。

月日 活動内容 会場
※
５月26日㈰

第20回新潟県障害者スポー
ツ大会予選大会 西海岸プール

６月30日㈰ 第33回関東身体障がい者水
泳選手権大会

千葉国際水
泳会場

８月25日㈰ 新潟市市民水泳選手権大会 西海岸プール
９月21日㈯

～23日㈪ 2019ジャパラ水泳競技大会 横浜国際プール

10月12日㈯
～14日㈪

第19回全国障害者スポーツ
大会

茨城県（台風
の為中止）

11月23日㈯
～24日㈰

第36回日本パラ水泳選手権
大会 千葉国際水泳場

１月13日
（月・祝）

第３回日本知的障害者選手
権新春水泳競技大会 千葉国際水泳場

※
２月23日㈰ 2019年度　ふれ愛水泳記録会 ふれ愛プラザ

温水プール
３月６日㈮

～８日㈰
2020パ ラ 水 泳 春 季 記 録 会 兼
2020日本代表選手選考戦（中止）

静岡県富士
水泳場

HS部　岡　野　高　志

◎令和元年度ＨＳ部活動報告

レディース部を想う

レディース部　田　近　圭　子

　私達レディース部は、文字通り水泳指導員の資格
を持った女性の団体です。
　昔、競泳の経験のある人、趣味が高じて指導員資
格を取得した人、年齢も様々ですが、皆水泳が好き
という気持ちでつながっています。
　主な活動は市内６館の体育施設で、通年の水泳教
室で指導にあたっています。教室の対象年齢も小学
生から80代（！）まで幅広いので、常に勉強してい
く姿勢が求められます。時には経験豊かな部員に相
談したりと、風通し良くコミュニケーションできる
素晴らしい組織だと自負しています。
　２月からのコロナウイルスの流行で、冬期の教室
が半ばで突然終了してしまいました。
生徒さんのがっかりしたお顔！
　プールに通うことが”生き甲斐”と言っても過言
ではない方がたくさんいらっしゃいます。
　大人の生徒さんとは、長いお付き合いの方もい多
く、先生と生徒ではなく、同じ水泳愛好者という目
線で接している私達は、一日も早い終息を、一緒に
願わずにはいられません。
　心配なく水泳ができる日常が、本当に幸せだった
と気がつかせてもらいました。
　早く賑やかなプールの日常が戻りますように。


