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新潟水泳協会

関屋大川前１－３－31－７
石見 鉄夫
TEL・FAX（025）265－7481

共立印刷株式会社

今年こそ正常な活動が出来ることを期待して
会長
新型コロナ感染によって、
長い間活動が制限された。
そればかりではなく、生活

石

川

志

郎

なかでも、協会に加入することに躊躇する
人が多いらしいので何とか勧誘を働きかけ
たい。

全般にわたって様々な制約が
あり「我慢の限界」もはるか
に超えそうな昨今である。ただ、何とかなりそ
うな気配があるので、思い切って取り組みを進

○屋外プールを室内50メートルに改修するよ
う働きかける
数年後には公認プールとして認定されな

めて行きたいと考えている。それにしても昨年、

い恐れもあるので、早急に構想を具体化さ

木村理事長を病で失ったことは痛恨の極みであ

せて、はたらきかける。

り残念で仕方ない。まだ現職であり、県水連も
含めて中心的なメンバーあったことを考えると

ところで、コロナ禍ではあっても選手、コー

大きな穴が空いたような気がするのである。安

チ関係者の皆さんの活躍で良いニュースもあっ

寧なるご冥福を祈りつつ、彼の遺志を継いで水

た。オリンピック・パラリンピックの水沼、山

泳協会の活動を進めて行きたい。

田両選手の活躍、選手・コーチへの表彰など、

ほぼ２年間、充分な活動が出来なかったため
以下の３点を重点にして取り組みたい。

新潟水泳協会にとっては初の快挙であった。ま
た、世界選手権に向けて100ｍバタフライで日本
新を樹立した水沼選手のニュース、同じく世界

○協 会各部門が活動しやすいように課題を整
理し、実現できるようにする

大会へ日本代表選手に選ばれた蓮野選手など期
待が高まる一方である。関係者の皆さんのご労

コロナ禍以前よりも「良い状況」にする

苦に心から感謝を申し上げ、合わせて県水連を

ために、各部門から要望を提出して頂き、

はじめ、スポーツ協会等各方面からのご支援に

精査して実現できるように取り組む。

感謝申し上げたい。

○会員数の増加を目指す
指導員としての資格のある方や水泳の愛
好家で市民体育祭などに出場している人の
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オリンピックで感じたもの
新潟医療福祉大学

水沼

尚輝

オリンピック選手という言葉を聞くと皆さんはど

行うだけではなく、主体的に考え行動し失敗し、失

んなことを想像しますか？運動神経が良い、才能が

敗し、成功をただひたすら繰り返す。こうした行

ある、ずば抜けた何かを持っている。他にも思い浮

動変化を可能にした要因は私を全力でサポートして

かぶイメージはたくさんあると思います。私自身オ

くれる方達がいたからです。自分自身の可能性を信

リンピック選手になって感じたのはそういったイ

じ、周りの人たちを頼り地道にトレーニングを継続

メージとは真逆だったと感じています。

してきました。ちりも積もれば山となる。言葉の通
り、不器用だった私が少しずつ心技体、足らなかっ
たもの、苦手だったものが変化していく、その過程
が楽しかったです。
皆さんにお伝えしたいことは“きっかけはどこに
転がっているかわからない”ということです。私は
水泳を中学時代で引退、高校を卒業したら引退しよ
うと考えていました。スイミングのコーチがとにか
く続けてみないかという言葉が無ければ今の自分の
未来はありませんでした。人生は何が起こるかわか
らないという本当の意味をオリンピックを通じて痛
感しました。ぜひ子どもたちには好きなことを継続
して取り組んでもらいたいと思っています。
私は水泳が好きで続けていました。しかし、オリ

私は別に運動神経が良いわけでもないし、特に陸

ンピックという夢は持っていませんでした。さまざ

上のスポーツはほぼ全てが苦手。水泳の成績をとっ

まな人との出会い。言葉によって人の夢は変化する

ても大学１年生までは日本代表を目指そうなんて一

ものだと私は考えています。好きなことを継続する

切考えていませんでした。

ということは、うまくいかないことの方が多いかも

そんな私がなぜオリンピックに出場できたのか。

しれませんがうまくいかないことがあるからこそ、

小さい頃からオリンピックに出場したいという夢を

そこから成長し新たな記録を出せると信じています。

微塵も持っていなかったし、大学一年生まで一切オ

オリンピックはまさに好きこそ物の上手なれ。諦め

リンピックや日本代表になろうとも考えていません

ずに自分の好きなことに正直に進むことの大切さを

でした。

少しでも皆さんに共有できたら私は嬉しいです。

私にとっての一番の転機は新潟県の小さな試合が
水泳人生を大きく変化させました。その試合で私は
手を抜いたレースをしました。レース後、下山監督
から厳しい言葉“お前は子どもたちの夢を壊したん
だぞ”を指摘されました。こんな私が子どもたちの
夢？なんのこっちゃと正直、思っていました。しか
し、じわじわと心の中でその言葉の意味を噛み締め
た時に私の影響力を初めて痛感した場面でした。そ
こから水泳に対する熱量は一気に高まり今現在に
至っています。なんのために水泳をしているのかを
常に自問自答し続けました。与えられたものをただ
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WSN

東京パラリンピックを
無事終えることができま

岡野

高志

９月２日㈭
午前は予選
１分９秒35

した。その時の様子を写
真で報告させていただき
たいと思います。また、

全体で２位
夜の決勝
結果１分６秒98

皆様からはたくさんの激
励やご支援をいただいた
ことに、この場を借りて

２位

銀メダル

お礼申し上げます。
８月９日㈪

ふれ愛プラザから出発 行ってきます～！

９月２日㈭
100ｍ背泳ぎ表彰式

東京アクアティク
ス セ ン タ ー に て、
公式練習

【８月25日㈬ 100ｍ背泳ぎ】
午前 予選 ２分34秒35 全体で２位
夜の決勝

結果２分26秒18

２位

銀メダル

９月７日㈫

ふれ愛プラザに到着 お疲れさまでした。

８月25日㈬
100ｍ背泳ぎ表彰式

応援ありがとうございました。
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と
― 私の水泳との出会い ―
新型コロナ禍で2020、2021年全世界的に多大
なニュースが報じられています。
2021年６月５日「東京2020オリンピック聖火

坪井

隆昌

ています。
新型コロナ禍で中止が続いていた「新潟県マ
スターズ水泳競技大会」が2021年10月ダイエー、

リレー新潟県沿道ボランティア活動で新潟市役

プロビス、フェニックスプール会場で「第31回

所前に立ちオリンピック聖火の新潟到着を祝い

新潟県マスターズ水泳競技大会」が開催され日

ました。

頃の先輩方々と参加しました。

2020東京オリンピックをＴＶで観戦し、喜び、
涙し、感動したのも、つい最近の事です。

「男子75～79歳100ｍ・50ｍ平泳ぎ」に出場し、
タイムは別の話し、エントリータイムに近い時

新潟県水泳協会関係各位の皆様も水泳競技で

間で２種目１位の結果でした。顔馴染の仲間よ

心に残るニュースは、今なお忘れられない事と

り「すごいぞ…隆昌」の思っても、いなかった

思っています。

言葉を頂きました。
昭59年７月新潟にもどってきた時、兄よりの
助言「人生いろいろ、高望みせず、現状に満足
せよ、もし余裕があれば一歩前に踏み出せ」お
もい出しました。
よい事もあった、悪い事もあった、今80歳近
くになり無理せずせめて後５年、そのあとは、
そのあと !!
日頃プールで泳いでいるうちに、プールスタッ
フ、公認水泳指導員それにプール利用している
人達と知り合う事が出来、私の人生のあり方な
ど、いろいろ学べた事は何よりであったと感謝、

パラリンピック水泳競技に出場された県出身

感謝です。
「My Way」の歌詞「すべては、心に

「山田美幸」選手のレースの放送をＴＶで観戦し、

決めたままに…」口ずさみながら。健康第一の

活躍される映像に涙し、感動し、報道機関のイ

人生であったと思える暮らしにして行こうと思

ンタビューに、答える、笑顔コメントは最高で

う昨今です。皆さん、プールでお会いし生涯ス

した。競技中継ＴＶでプール観覧席で指導され

イーマーで過ごして行きましょう !!

ておられた上級障がい者スポーツ指導員「野田
文江」コーチの嬉し泣く姿もわすれられません。
私は財団法人日本障がい者スポーツ協会ス
ポーツ指導員の資格があり、趣味の一つのアマ
チュア無線の仲間で目に障がいを受けた方の水
泳、マラソン等の練習トレーニングの協力を依
頼されるも、水泳の助勢は全く出来ませんでした。
そんなおり新潟市営鳥屋野室内プールを、な
にげなく利用した際に数人のグループが練習し
ている姿を見て私も仲間入りをさせて頂きたい
むね要請し数へ入れて頂きそれ以来現在に至っ
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❖アクシー東

佐藤

朝日

私は、今までのレースを通して、50メートル平

この２点を改善するために、トレーナーさんに

泳ぎの泳ぎ方を５年生までは、テンポを速く泳い

測定時言われた脇腹の左右差をなくすトレーニン

でいましたが、６年生の BSN 大会をきっかけに、

グを毎日家でも行い、水中練習で更にきれいな泳

テンポを速く泳ぐ事だけでなく、伸びも必要だな

ぎになるように、繋げています。

と感じるようになりました。その大会の50メート
ル平泳ぎの決勝のレースで悔しい思いをしました。
しかし、その悔しさのおかげで、もっと速く泳

こうして、日々改善点を意識して練習をするよ
うになってから、大切なライバルや仲間もいるお
かげで、ベストタイムを更新する事が出来ました。

ぐためにはどうしたら良いかを考えて、練習する

そして、今の大きな目標は、３ヵ月後に出場す

ようになりました。まず、意識している事は、コー

る春のジュニアオリンピック大会でリレーで５位

チから言われた改善点の、手で水をキャッチした

以内に入る事、個人では決勝に必ず残る事です。

後の手を水面に戻すスピードと足を引き付けるス

レースの後半で苦しくなって、自分の限界を感じ

ピードを速くして泳ぐ事、そして自分で気付いた

た時こそ、もうひと踏ん張りして、目標達成して

改善点の、手で水をキャッチする時に左肘が立っ

行きたいです。

ていない事です。

心に残る2021年

❖ JSS ジャンボ 石附

昇久

2021年は、僕にとって、心に残る年になりま

自由形のストロークについてです。最近、左腕の

した。各大会で優勝し、学童記録を更新できたか

ストロークがぶれるようになり、練習中、コーチ

らです。ここまで来るのに、どうがんばったかを

に指摘されることがあるので、これからは、スト

伝えられればと思います。

ロークがぶれないよう、左腕には気をつけ、工夫

まず、一つ目です。一つ目は練習についてです。

してストロークするようにしたいです。

僕は、背泳ぎが専門ですので、特に背泳ぎをがん

書き忘れていましたが僕には目標があります。

ばりました。僕の長所であるバサロキックを強化

それは、中学生に向けてのステップアップです。

したり、少し苦手なターンのタイミングを改善し

６年生である現在まで、ただ、ひたすらがむしゃ

たりしました。

らに泳いできたと思いますが、中学生になって今

もちろん、背泳ぎだけじゃなく、自由形やバタ

までと同じ練習では、タイムが伸びにくくなると

フライ、平泳ぎは苦手ですががんばって練習して

思います。そこで練習に対する心構えや取り組み

います。今は、三月は一番目標にしている大会が

方を改善し、ステップアップできるようがんばり

あります。僕は、一ヶ月ちょっとで中学生になる

たいです。

ので、小学生で出れる最後のレースになるので、
悔いの無いよう、がんばりたいと思います。
最後、二つ目は今後の抱負についてです。今、
抱負としているのは、課題になっている所です。
今、課題はいくつかありますが、その中でも特に、

改めて、2021年は僕にとってとても充実した
年でした。2022年は中学生になります。勉強も
大変ですが、2021年の自分を超えられるように
励んでいきます。
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活動報告と今後の課題

令和３年度 総務部事業報告
事務局 石

見

鉄
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SC 部 松

夫

保

◎令和３年度の活動

◎総会
令和３年度総会（R3．４．17）ホテルグローバルビュー

１）競技会
期

１．各部の報告と事業予定承認
２．令和２年度決算及び３年度予算承認

日

４．懇親会

◎理事会

競技会名

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（R3．８．29）新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため縮小して開催
50ｍ種目と４×50ｍレクリエーションリレー、
参加者372名
２．新水協親善公認記録会（R3．11．21）新型コ
ロナウイルス感染症拡大のための中止

４月25日㈰

第27回マスターズフェス
DP プール【中止】
ティバル

５月23日㈰

第32回クラブ対抗大会

柏崎アクアパー
ク【中止】

６月27日㈰

第46回信越小学生大会

柏崎アクアパー
ク【中止】

７月11日㈰

第64回Ａ級大会
第９回チャレンジミート

DP プール

11月28日㈰

第75回 BC 級大会

DP プール

１月８日㈯
・９日㈰

第48回新年フェスティバル

DP プール

２月20日㈰

第10回チャンピオンシップ
DP プール
第４回 CS チャレンジミート

会

日

時

主

催

DP プール【中止】

２）研修会
期 日

2022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）

場

第74回 BC 級大会

第１階理事会（R3．３．18）西海岸公園市営プール
⑴

会

４月11日㈰

３．その他

大

木

名

称

９月26日㈰

会 場
【中止】

山田美幸選手が東京パラリンピックで見事銀メダル

新潟県障害者水泳大会 ５月29日㈰

障害者スポー
ツ協会

新潟県小学生室内選手権 ６月12日㈰

県水連

第36回 NST 新潟県
７月18日㈰
小学校選手権水泳大会

県水連

新潟市年齢別選手権
８月28日㈰
水泳競技大会

新 潟 市、 新 潟
水泳協会

とって東京パラリンピックは選手のパフォーマンス

新水協親善公認記録会 11月20日㈰

新潟水泳協会

が印象に残りました。そして、バラリンピック指導

JSCA 新年フェスティバル

１月８日㈰
９日㈪

スイミングク
ラブ協会

JOC 新潟県予選会

１月29日㈰

県水連

を獲得しました。両手、両足に生まれながら障害を持
つ山田選手の、片足を上下に動かしもう一方を回転さ
せるあの独特なキックは野田、岡野両コーチが山田選
手と一緒に考え出したスタイルだと聞きました。
水泳競技だけでなくすべての競技において、私に
のすごさよりもそれを指導するコーチのすごさの方
者たちの取り組みは必ずしもトップアスリートを育
てるコーチだけでなく、一般のジュニア指導や成人・
高齢者指導に携わるコーチに対しても大切なことを
教えてくれていると思います。
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BSN 大会等出場しベストタイムを大

巷の教科書に載っているノウハウを無造作に借用す

幅に更新。

るのではなく、ひとり１人の身体能力や心理状態を

⑶ 県・全国ランキング

深く見つめ、それぞれに適した泳法スタイルや指導

りすることができた。

各年代でランキング入

⑷ 令和４年度も中学生から高校生までの各年代

法を創造するプロセスを大事にしなければならない

で活躍できるよう強化する。

ということです。バラリンピックコーチは、完全な
オリジナルで戦わなければ指導する選手を勝たせる
ことができないため、否が応でもそういった創造力

３

今後の課題
⑴

が鍛えられるのだと思います。
山田選手を深く見つめ、揺れ動く心理状態に寄り
添いながら、彼女に残された身体能力を最大に引き

⑵ 次世代の選手の育成と強化。
⑶ スイミングスクール、中・高体連等との合同
練習。

出す、唯一無二の泳法を見つけ出した２人のコーチ
の創造力には感服するばかりです。

令和３年度の反省と
令和４年度の活動計画
競泳強化部 上

野

幹

全国大会入賞に向けた強化選手の発掘・育成。

⑷

スタッフの安定的な確保とレベルアップ。

⑸

練習場所の確保（日曜練習・早朝練習等）

⑹

選手の勧誘と育成（普及との連携強化）

⑺

大会遠征費等の経費負担の改善

⑻

コロナ禍での練習体制の確立

夫

◎令和３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

◎令和４年度活動方針（案）
１

効果的な練習を行うことができた。

通年の強化練習について
⑴ 毎週火曜日～土曜日

③ 小学生、中学生、高校生とも新潟県の上位で

17：30～21：00の時間帯で AS と調整しなが

活躍する選手が育ってきている。

ら練習を行う。

北信越大会・全国大会で入賞するなど大きな成

＊夏場（６月～８月）の日曜日は屋外長水路で

果を上げることができた。

の朝練習を効率的に行う。

④ 日曜練習では、AFAS 豊栄や ISC ウェル等と

⑵ ⑴以外にも土日や長期休業中の強化練習を別

合同での練習で連携を図った。

途計画（プールと調整要）

⑤ 普及部からの選手勧誘を進めているが選手数

⑶ 中・高体連やスイミングスクールとの合同練

が増えない。今後の大きな課題。

習を計画

⑥ コロナ禍の中で、プール休館時の練習対応が
できなかった。

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
２

試合等について
⑴

試合数

15試合に参加

⑵

年代別の成果
①高校生

県大会・北信越大会上位入賞

②中学生

県大会出場

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。
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令和４年度
日本泳法部の活動計画

・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。

日本泳法部 藤

・シニアチームの創設。

原

智

美

・日本泳法教室
毎週日曜日に西海岸プールで開催します。
【期

【時

日】 春

８回（４～６月）

秋

８回（10～12月）

冬

８回（１～３月）

間】 13：30～14：30

【指導者】 教士

４

大

会

名

月

大

会

福田舞子

他

・游士資格審査会、第16回日本泳法研鑽会

＜主な大会日程（日程は予定）＞
月

藤原智美、教士

名

23日 県スプリント選
10
手権（長岡）

【期

日】 令和４年4月17日㈰

【場

所】 和歌山県

・游士資格審査会、第17回日本泳法研鑽会
８日 ミドルディスタン
ス選手権（長岡）
20日 新水協親善記録
５ 25日 高校地区大会（西 11
会（西海岸）
海岸）28・29日 県選手
権（長岡）
12日 県小学生選手権
（西海岸）17～19日 県
４日 フリッパーズ
12
６
高校（西海岸）20・21
カップ（長岡）
日 中学地区（西海岸）

７

８

９

17日 NST 選手権（西
海 岸 ）23～25日 高 校
１
北信越（ ）16・17日
県中学（長岡）

７日 長岡新春（長岡）
８・９日 新年フェス
ティバル（西海岸）29
日 JO 予選（西海岸）

５日 北信越中学（高
岡）７日 BSN 大会（長
12日 長岡室内選手権
岡 ）20～23日 イ ン ハ
（長岡）19日 チャンピ
イ（ 高 知 ）20～22日 ２
オンシップ（長岡）チャ
全中（宮城）28～31日
レンジシート
全国 JOC（大阪）28日
新潟市民大会（西海岸）
17～19日 国 民 体 育 大
会（ 栃 木 ）16日 県 高
３
校 秋 季（ 長 岡 ）28日
新潟市新人戦（西海岸）

４・ ５ 日 中 村 真 衣
CUP（長岡）26～30日
全国 JOC（辰巳）

＊この他にも大会が入ることがある。

【期

日】 令和４年５月28日㈯

【場

所】 千葉県

・関屋遠泳大会
【期

日】 令和４年７月18日㈪

【場

所】 関屋浜海岸

・第67回

海の日

日本泳法大会

【期

日】 令和４年８月20日㈯、21日㈰

【会

場】 兵 庫県神戸市
ポーツセンター

・東京都日本泳法競技大会
【期

日】 未定

【会

場】 未定

・日本泳法研究会
【期

日】 未定

【会

場】 未定

ポートアイランドス
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2021年３月
鳥屋野総合体育館に前期（４月～９月）水泳教室

日 曜 水 泳 教 室
西海岸普及部 亀

休講の連絡をするとともに受講者に連絡。

山

馨

2021年４月
受講者130名で前期教室を開催。

普及部は毎週日曜日の朝、８時半から９時半まで
西海岸公園プールで活動しています。生徒は70名程
の小学生で、低中学年が中心です。以前は140名程
度在籍していましたが、コロナ禍で密をさけるため

2021年８月
新型コロナの感染者が増加し鳥屋野総合体育館も
休館となる為、今後の対応について協議。

各レーンの生徒数を減らさなければならず、現在は
少人数の指導となっています。

2021年９月

泳力に合わせて６レーンに分け、下のレーンでは

新型コロナの感染者が増加し鳥屋野総合体育館も

水慣れからスタートし、TOP のレーンでは４泳法

休館となった為水泳教室休講を受講者に連絡すると

のマスターとスピードアップを目標に活動していま

ともに10月からの後期水泳教室休講を葉書にて連絡。

す。高学年になると退会する生徒がほとんどですが、
さらに強化部に移り競泳選手として頑張っている子
もいます。この教室は水泳を通して健康な心と体づ

2021年10月
後期水泳教室（2021.10～2022.3）休講。

くりだけでなく、挨拶や公共マナーなど社会性を身
につける良い機会でもあると考えています。

2022年２月

今年度はコロナ感染拡大によるまん延防止措置のた

新型コロナが低年齢化し新潟県もまん延防止措置

め、何度か水泳教室を中止せざるを得ず、継続的な指

が適用されているため、前期水泳教室を休講とする

導が出来ませんでした。ですが、少ない回数でもプー

旨協議。安全性を考え前期（４月～９月）の水泳教

ル指導出来ること、子供達に会えることに感謝しなけ

室を休講とすることとした。

ればならないと思う年でした。収束する気配が感じら
れませんが、早く元の日常生活に戻り、生徒数が以前
のように増えて欲しいと切に願っています。

2022年３月
４月～９月の水泳教室休講を鳥屋野総合体育館に

今後は練習回数が足りない分、指導内容を工夫・

連絡予定。受講者に葉書にて休講の旨連絡予定。

改善し、一人でも多くの子供達が泳げるようになり、
元気な笑顔と泳げるようになったという自信が見ら
れるよう育成して行きたいと思います。

2022年度
今後については、
新型コロナの状況を見ながら鳥屋野
総合体育館と相談しつつ運営をしていきたいと考えて
います。
（後期水泳教室については、
今後の新型コロナの
状況を見て８月～９月決定したいと考えています。
）
早く新型コロナが収束し受講者と指導者が安心し

鳥屋野水泳教室
令和３年度活動報告

て水泳教室が実施できるように願っております。ま
た、少しでも子供の水難事故が減るよう水泳の普及
に今後も務めていきたいと思っておりますので、ご

鳥屋野普及部 本

城

英一郎

2021年２月
新型コロナの感染状況等勘案し、４月～９月の水泳
教室休講を鳥屋野総合体育館に相談。後日休講を決定。

協力をお願い申し上げます。

広報

（10）

串

第41号

上げると痛みが出て満足に練習できない日々が続き

令和３年の活動報告と
令和４年度の活動計画
AS 部 大

新潟水協
ました。

結局、
二人とも強化練習が進まない状態が続き、
棄権
も頭によぎる中、話し合いしながら、
練習を続け、
何と

真理子

◎令和３年の活動計画

か出場にこぎつけました。本来の能力とは程遠い完成
度でしたが最後まで諦めない強い精神力は二人の今後
の人生において困難な時に役立つと信じたいです。

●所感
結局、2021年も2020年と同様新型コロナウイルス
に翻弄された１年でした。2021年は挑戦の年にする

強化・育成
１

強化練習

はずでした。北信越国民体育大会の該当年齢選手が

①陸上トレーニング（筋力・柔軟）

技術的にも育ってきたので６年ぶりに北信越国民体

②スイム

育大会に挑戦する計画でした。

③ベーシック
姿勢維持・スカーリングサポート（高さの維持）
④ルーティンセット
AS キック・スカーリングでの移動年間で大会
シーズン、オフシーズンで練習量が変わります。
大会シーンまでに更にルーティン練習がはいるの
で配分が変わります。１月下旬からのまん延防止
重点措置の為の６週間のプールの休館はこの基本
練習を重点的に行う時期でもあり、ルーティン作
成の時期でもあったので大幅に予定が遅れました。
２

合宿について
新型コロナウイルス感染のリスクを考え、止む
無く日帰り練習にしました。大会は２泊３日です。
国体の２人は北信越大会経験者でしたが中学生２
人と小学生１人は未経験者だったのでせめて１泊
２日の練習を経験させたかったです。
２日間の DP 通いは早朝からの身体の動かし方
を体験できました。また、北信越大会の会場が

しかし、2020年に新型コロナウイルス感染拡大防

DP だったので大会当日のシュミレーションも前

止の為、学校及び様々な施設が休校、休館になり殆
どトレーニングをしない状態が３ヶ月近く続き、急
激に動かしたことにより国体該当選手２人が身体を

もって具体的にできてよかったです。
３

大会結果
①北信越国民体育大会

痛めました。この年は JOC 予選が分散大会として

国体は TR（テクニカルルーティン）と FR（フ

９月に延期になりましたが１人は完治せず復帰でき

リールーティン）の２競技を泳ぐため、最初に

ませんでした。しかし、もう１人は何とか復帰後の

TR を全力で泳ぐと痛みが出て後の FR が泳げ

練習が間に合い、ソロ種目の標準点を突破し、全国

なくなる恐れがありました。痛み止めを飲みな

大会出場者としてプログラクムに名前を載せること

がら全力で泳ぎ切ったことを褒めたいです。

ができました。ところが2021年に入って受験体制の

②全国 JO 予選

２ヶ月のブランクから復帰後に柔軟トレーニングを

中学生デュエットは2020年分散大会で泳いだ

始めたところ、慎重に始めたにも関わらず、別の箇

ものの新型コロナウイルス感染拡大防止対策の

所を痛めてしまいました。もう一人も同様で二人と

為、ルーティン競技のみの大会でした。

も様々な病院で治療を続けましたが練習のレベルを

フィギュア競技とルーティン競技２競技を行
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う正式な大会は初めてでしたが今シーズン最高
の泳ぎを見せてくれました。まだ、経験が浅い
二人ですが標準点にあと僅か0.4869点と迫る大
健闘でした。
③北信越 AS 競技大会
小学生は2022年の準備段階として全国 JO 予
選対象外の大会のソロ競技に出場しました。
その中で堂々１位になり、来年の足掛かりに
なりました。
普及
２年前に入会した新人達が北信越大会に３人デ
ビューしました。2021年は新たに４月に１人、10
月に４人入会し、うれしい限りです。年齢も小学
生２年生から４年生と上達に時間のかかる AS と
しては特に低学年は有望です。
大事に育てたいと思います。
生３人）が富山県まで遠征します。県外での遠征

◎令和４年の活動計画

経験者は高校生１人だけなのでしっかり大会の

強化

シュミレーションをしたいと思います。

１

強化練習

３

コーチの人数は増えましたが平日は就労後の指

①北信越国民体育大会…デュエット（中・高）

導には間に合いません。女性は家庭を持つと男性

②全国 JO 予選…ソロ・デュエット（小・中）

より家庭の仕事が増えます。子育てもあります。

③チャレンジカップ予選…デュエット（中・高）

競技会

チャレンジカップは全国 JO よりランクが上の

せんが協力体制を整え、指導を充実させたいと思

大会です。未知の挑戦です。JO 予選は小学生３

います。

人がデビューです。標準点に少しでも近づくよう

２

単純に増えたコーチが指導に入れる訳ではありま

合宿について
今年度は６人（中学生２人、高校生１人、小学

にこちらも挑戦です。
普及
新たに10月に増えた４人のうち、３人が嬉しいこ
とに早くも週２回を希望してきました。
今年度は小学生のチームが組めるようにしたいも
のです。
コーチの合言葉『出来る人が出来る時、出来るこ
とを無理をしないでする』です。
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HS 部 令和３年度活動報告書
令和４年度活動予定
HS 部 岡

野

高
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レディース部 令和３年度活動報告書
令和４年度活動予定
志

レディース部 田

近

圭

子

◎令和３年度レディース部活動報告

◎令和３年度ＨＳ部活動報告
月日

活動内容

会場

５月

30日㈰

新潟県障害者スポーツ大会（西
海岸プール）

５月21日㈮
～23日㈰

2021ジャパラ水泳競技大会

横浜国際
プール

６月

13日
21・22日

小学校室内選手権（西海岸プール）
中学校地区大会（西海岸プール）

５月30日㈰

第21回新潟県障害者スポー
西海岸プール
ツ大会水泳競技予選

７月

18日

NST 新潟県小学校選手権（西海
岸プール）

８月

29日31日

９月

９月～12月

12月

22日

１月

１月～３月

冬季水泳教室（まん防により休
止期間あり）

３月

26日

令和３年度総会 令和４年度春
季割り振り会議（西海岸プール
会議室）

８月24日㈫
東京2020パラリンピック大会 東京
～９月５日㈰
８月29日㈰ 新潟市市民水泳選手権大会 西海岸プール
10月23日㈯ 第21回全国障害者スポーツ
三重県
～25日㈪ 大会（コロナの為中止）
2021年２月 2021年度ふれ愛水泳記録会 ふれ愛プラザ
27日㈰ （コロナの為中止）
温水プール

◎令和４年度ＨＳ部活動予定
月日

活動内容

５月（予定） 2022ジャパラ水泳競技大会

５月29日㈰

第22回新潟県障害者スポー
西海岸プール
ツ大会水泳競技予選

秋季水泳教室
レディース部冬季割り振り会議
（鳥屋野体育館研修室）

◎令和４年度レディース部活動計画（案）
１．水泳指導

会場

市民体育祭
レディース部秋季割り振り会議
（鳥屋野体育館研修室）

２．研 修 会
３．総
会
４．大会役員

◎新潟市女性・成人・子供水泳教室
◎外部依頼
◎レディース部員の資質向上はかる
◎新潟水泳協会主催
◎外部依頼

５．そ の 他

８月28日㈰ 新潟市市民水泳選手権大会 西海岸プール
10月29日㈯ 第22回全国障害者スポーツ
栃木県
～31日㈪ 大会

11月（予定）

第39回日本パラ水泳選手権
大会

ふれ愛プラザ
2023年２月
2022年度ふれ愛水泳記録会
温水プール
26日㈰
３月（予定） 2022パラ水泳春季記録会

編集後記
東京オリンピック、パラリンピックでは、たくさ
んの感動をありがとうございました。コロナ禍の難
しい状況の中、多くの課題があったことと思います。
選手、コーチ、関係者の皆様本当にお疲れ様でした。
また、各部においても、思う様な活動ができない中
での、苦労があったと思います。今年はさらに前進
できますように !!（S.A）

