明

会長就任にあたって
中川

精一杯務め上げたいと思ってお
ります。
水泳は生涯スポーツとして子
供から大人まで長く楽しめるこ
とのできるスポーツです。三鷹
市の中で水泳を通じて世代を超
え、元気に、安心して、楽しむ
ことができる環境作りに微力な
がら努力していく所存です。引
き続き連盟活動へのご協力をよ
ろしくお願いいたします。

菊地

正次（Ｍ ）

忠久 （Ｍ）

輝男（か ）

丸岡近賀子（み）宮崎

智弘（Ｍ）

☆丸 岡近賀子（ み）

体協 理事

今泉

中川

明

正次（Ｍ ）

明

丸岡近賀 子（み）

Ｇ シニア 部

体協評 議員

中川

和代（三）

米山有美 子（三）

渉 外関係
村上

（ Ｍ）

（ Ｍ）

会計監 査

LET'S SWIM!

）

祥子（三）

幸子（み）

正次（Ｍ）

小林菜々子（三）川島
恭佑（エ）

☆ は 部 長 ま た は リ ー ダ ー を 表 わ す。

三水連加盟クラブと構成員
☆正 会 員
◇ＭＣＣ
◇三泳会

三三 四名
会員
六〇名
会長 坂田 貴昭
会員
八〇名
会長 米山有美子

◇みずとり
会員
九二名
会長 佐伯 友
◇かわうそ会 会員
五八名
会長 吉田 政昭
◇エエンデナイ会 会員四二名
主将 原野桃太郎
◇個人登録会員
二名
☆準会員
一八八名
◇ジュニア部 部員
九七名
部長 菊地 輝男
部員
九一名

◇Ｇシニア部

報

部長 丸岡近賀子
☆正会員及び準会員 五二二名

訃

!!

【 年度第 回＝二月二日】
＊室内水泳選手権大会申込状況
女子 名、男子 名
＊総会議案の理事会審議の件
＊次年度予算調整会議について
＊体協主催ボウリング大会の件
＊スポーツ指導員研修会の件

理 事 会 だ よ り

真っ白な
新プールに包まれて
心もピュアにレッツスイム

＝スペシャルチーム＝

由香（三）安部

輝男（か）上原久美子（Ｍ）

三水連だよりチーム
☆菊地
冠

政昭（か）

GS

大久保雅彦（か）和泉

☆今泉

電脳チーム

☆吉田

おります。これまで連盟の活動
村越 友子（み）西池 薫 （
にご尽力いただいた水泳を愛す
小林 フミ（ ）
る先輩方の功績をたどりながら、 マスターズチーム

三鷹市水泳連盟会長

桜舞う季節に、待望の三鷹市
の新しいプールがオープン、時
を同じくして三鷹市水泳連盟会
長を務めさせていただくことに
なりました。
８年間という永い年月にわた
り多くの実績を重ねてこられま
した菊地前会長の後任というこ
とで、正直、荷が重いと感じて

年度 三 水 連 総 会

（Ｍ ）

神

政 昭（か）

真弓 （三）

【 年度第 回＝三月二日】
＊定時総会議案の承認
＊次期水連会長・副会長・会計
監査の推薦の件
＊室内選手権大会の結果概要
＊市町村大会のスケジュール

190

№197
山川

11

【 年度第１回＝四月六日】

12

平成

明

今泉

丸 岡近賀子 （み）

中川

＝理事会担当部署＝
長

問

☆吉田
良子（三）

編 集 /三 水 連 だ よ り
ｽぺｼｬﾙﾁｰﾑ 菊地輝男
上 原久美 子 冠 由香
安部祥子 村越友子
西池 薫 小林フミ

◆去 る４ 月 日 、元 《か わう
そ会》会長の半澤勝夫さんが御
逝去されました 享
(年 歳 。)
ここに哀悼の意を表し、謹ん
でご冥福をお祈り致します。

16

16

競技規則改定のお知らせ
公
(財 日
) 本 水泳 連 盟 は今 年 ４
月の競技会よりスタートの合図
を従来の《ヨーイ》から英語の
《
＝ テイ ク
Take
your
mark(s)
ユア マーク ス
( 》)に改定した。

＊水連理事の役割分担の決定
＊理事会・常任理事会の予定
＊市町村大会関連
派遣競技役員７名の推薦の件
選手選考会の開催の件
＊プールのオープニング行事へ
の協力について

17

か

Jr

2017.5.18
発行 ／ 三鷹市水泳連盟
責任者 中川 明

平成 年度三鷹市水泳連盟総
競技部
☆米山有美 子（三）
会は、３月 日（日）三鷹市さ
今泉 正次（Ｍ）松尾 良子（三）
んさん館において開催された。
佐藤 清美（み）吉田 政昭（か）
行事報告、会計報告の後、
柳川 亮 （エ）
年度行事計画、予算案の承認な
会計部
☆佐伯 友 （み）
ど、滞りなく議事が進行された。
佐藤 清美（み ）
中川会長、丸岡副会長が選任
事 業管理 部
☆丸 岡近賀子 （み）
宮崎 智弘（Ｍ）佐伯 友 （み）
され、会計監査の選出並びに菊
☆菊 地 輝男（ か）
地顧問と神参与の紹介があった。 ジ ュニア 部

会

顧
与

副会 長

参
理 事長
総務部
智弘（Ｍ）松尾

佐伯 友 （み）呉島 秀一（か）

宮崎

29

28
12

210

http://suiren.mitaka.tokyo.jp/
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5月 5日（金･祝）'17年度日本マスターズ水泳
短水路大会；東京辰巳国際水泳場
5月10日（水）～4回朝 ①区分 中高齢泳法(1)
5月10日（水）GS部 前期幹事会
5月21日（日）'17年度日本マスターズ水泳
短水路大会；江戸川区スポーツセンター
6月13日（火）～7月4日（火）⑤子供講習会
7月 5日（水）～4回昼 ②区分 中高齢泳法(2)
7月 5日（水）⑥区分 市町村大会練習会-1
7月 8日（土）･9（日）ちびっこ水遊び教室
7月12日（水）⑥区分 市町村大会練習会-2
7月14日（金）～17日（月･祝）第34回日本マス
ターズ水泳選手権大会；大阪府門真スポーツセンター
7月13日（日）①区分 市町村大会練習会-3
7月23日（日）～25日（火）Jr部合宿･土肥海岸
7月30日（日）市町村大会；福生市民プール
7月30日（日）都民大会；東京辰巳国際水泳場
8月 2日（水）～4回朝 ①区分 中高齢泳法(3)
8月27日（日）都民生涯スポーツ大会 東京辰巳
9月 6日（水）～4回昼 ②区分 中高齢泳法(4)
9月17日（日）種目別少年大会兼学童水泳大会
9月23日（土）･24日（日）'17年度ウーマンズ・
マスターズ水泳大会(長･短)；横浜国際プール
9月24日（日）市民体育祭スポーツ大会・水泳
10月 4日（水）～4回朝 ①区分 中高齢泳法(5)
10月 4日（土)～25夜⑥区分4回 指導研究会･泳法
10月 8日（日）みたかスポーツフェスティバル
10月28日（土）･29日（日）東京都マスターズ 辰巳
11月 4日（土）･5日（日）'17年度日本マスターズ
水泳長距離大会；町田市立室内プール
11月 8日（水）～4回昼 ②区分 中高齢泳法(6)
11月12日（日）Jr部遠足；東京サマーランド
11月25日（土）･26日（日）第5回日本マスターズ
水泳スプリント選手権大会；千葉県国際
11月26日（日）第26回三鷹市市民駅伝大会
11月29日（水）①区分 シニア・泳法別講習会
12月 9日（土）Jr・GS部コーチ研修会
12月29日（金）～1月3日(水)総合SCプール休館日
1月 6日（土）･7（日）東京都新春マスターズ水泳
競技大会；辰巳国際水泳場
3月11日（日）競技役員養成講習会 三輪田学園
3月17日（土）
・18日（日）東京都マスターズ水泳
競技大会(短)；辰巳国際水泳場
3月18日（日）三鷹市水泳連盟総会

和泉 恭佑（エ）

§
行
年

14

MITAKA SWIMMING ASSOCIATION

回三鷹市室内水泳選手権大会

第２回

17年10月22日(日)9:30～17:00

城北中・高等学校

9/4～ 8必着 200名
第３回

18年 2月25日(日)9:30～17:00

城北中・高等学校

1/5～12必着 200名
※詳細は東京都水泳協会（℡ 03-5422-6147）又は下記H.P.へお問い合わせ下さい。
http://www.tokyo-swim.org/
メールアドレスはshidou@tokyo-swim.org

これまで

回の大会を開催す

みずとり 岩田 美幸
３月 日・ 日に旧プールに
て閉館イベントを開催。 日に
は、ＭＣＣ主催の練習会が行わ

閉 館 イベントと
開 館 イベント

川島 龍一（セレソン三鷹）
優秀選手賞
中原ボーイズ（中原小）
近藤 志津世（ＭＣＣ）
中村 新次郎（市 民）
鈴木 右二 （かわうそ会）
坂田 一晃 （かわうそ会）

る為には三水連役員の皆様、多
くの参加選手、仲間や家族の協
力や支えがあって素晴らしい大
会が行われてきたと思います。
三鷹市第二体育館屋内プール
に感謝を込めて「長い間有り難
うございました」
最優秀選手賞（神 忠久 賞）
日置 亜美（高 校）

36

れ、岡村先生の内容の濃い練習
だったと参加した方からの感激
の声。残念ながら参加すること
はできませんでしたが、閉館間
際のプールを覗いて見ると、菊
地顧問のさみし気な姿が印象的
でした。
４月１日・２日に開館イベン
トが行われました。受付のお手
伝いをさせて頂きましたが、何
もわからないままバタバタとお
客様に対応。
各回 名近くの来場がありま
した。初めてのプールというこ
とで色々質問を頂きましたが、
マニュアルがない状態での対応。
更に、クレームの多さに苦笑い。
改善点も多々あると思います
が、新しいプールに順応する力
をつけなくてはと思う今日この
頃です。

こ ん に ち は
主 将 さ ん

上原久美子

長へバトンが渡され新体制での
活動が始まりました。ご理解と
ご協力を！！
─山川─

様は新鮮な印象を受けます。水
連では菊地前会長から中川新会

待望の SUBARU
総合スポーツセン
ター屋内プールにおいて各クラ
ブの練習が始まりました。団体
の時間帯に一般の方が泳いでる

【編集後記】新緑の季節を迎え

聞き手

てたくさん入部してほしいです。
水泳で培った体力を、将来は
外科 医と して 活か せるか な ･･･
とも語ってくれた気さくで明る
い会長さんでした。

春休みに友達とミャンマーに
旅行に行きました。日本人がい
ないところに行こうとなって。
現地語はわからなかったけどふ
ざけた英語で楽しい旅でした。
●会長としての目標は？
部員を増やす事ですね。僕が
そうだったように熱烈に歓迎し

●最近の楽しかった出来事は？

伝います。今後も趣味として野
球は続けていきたいです。

●ご出身は？
市ヶ谷生まれの市ヶ谷育ちで
す。皇居も歩いていける場所に
住んでいます。
●「桃太郎」の名前の由来は？
想像通りかもしれませんが、
昔話の「桃太郎」からきていま
す。両親は「金太郎」と迷った
らしいのですが。桃太郎の方が
お供の仲間に恵まれているから
と決めたそうです。
●水泳を始めたきっかけは？
元々は高校まで坊主で野球一
筋でした。大学に入り部活を選
ぶ時が転機でしたね。水泳部か
らの超～熱烈な勧誘があって。
雰囲気もとても良かったので入
部を決めました。
●水泳以外の趣味は？
野球ですね。やっぱり野球が
好きです。たまに自分が所属し
ていたクラブに行って練習も手

桜散らしの雨降る夜、大学帰
りの原野さんとお話をしました。

エ エンデナイ会
原野桃太郎さん

第

東京 オリンピック

4/3～ 7必着 200名

平成 年２月 日 日( 第) 回
後の大会にふさわしい沢山の新
三鷹市室内水泳選手権大会が三
記録も樹立されました。
鷹市第二体育館屋内プールで開
催されました。
参加者、午前の部小学生 名。
午後の部中学生・高校生・一般
名。計 名 延(べ 名 。)
大会新記録、小学生２・高校

城北中・高等学校

36

203

。

26

や財団との調整も不可欠である。理事会とし
ては競技役員の選出を例年より早め、大会運
営の研修会等を企画していく予定である。

申し込み期間 定 員
場
会

26

決め、習熟しておかなければならない。体協

17年 5月21日(日)9:30～17:00

処理等々。なお、計時方法についてはストッ
プウオッチ方式から半自動式（グリップ式）
に変わる。また、今年の市民大会ではタッチ
板方式が採用される予定である。
水泳連盟は過去30年以上、同じ場所で同じ
やり方で大会を開催してきた。そのため、大

第１回
い。新しいプールの周辺スペースが狭いため、
運営方法の大幅な見直しが必要になる。たと
えば、選手の待機場所、招集、計時、記録の

60
第２回

√ ≡
＊＊公認水泳指導員研修会のお知らせ＊＊

≒

時

996

東京辰巳国際水泳場
＊申込み;12/1～10必着

発生し、市で応急・恒久対策を実施中である。

25

36

26

H30･1/20,21,23,24,25,26,29,30,31,2/1,
2,6 検定試験 2/17(日女体大)受付2/9

22

10/15,21,実技17,18,23,30,11/1,2,6,7,8,13
検定試験11/19(日出中高等学校)受付11/14
辰巳国際＆東京体育館
＊申込み;9/1～10必着

程
日
定 員
場
会

新プールで水泳大会を
成功させよう 理事長 今泉正次

60
第１回
今後も利用上のいろいろな問題が出てくると
思われるが、水泳連盟としても財団やスポー
ツ推進課と話し合いを持ち、良い解決策を見
出していきたい。
さて、今年も９月に三鷹市の水泳大会（9/
17少年大会、9/24市民大会）が開かれる。プ
ールが新しくなったことで例年よりも多くの
参加者が予想される。一方で課題も少なくな

日

29

376

長年待ち望んだ新プールがオープンした。
オープン直後、プールサイドでの転倒事故が

100

会直前の簡単な打ち合わせで運営できたが、
今年は違う。新しい会場に見合った進め方を

めざせ!!
2020
173

＊＊2017（平成29）年度 基礎水泳指導員養成講習会のお知らせ＊＊

生７・一般 。大会記録一般２。
この大会とプールが今年度で
終了になる事を惜しんでか参加
者が昨年より多かった。また最

MITAKA SWIMMING ASSOCIATION

