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 2022年に突入し、早々に、嬉しいビッグニュースが飛び込んできました！ 

2月 5日（土）6日（日）に開催された「2021年度第 76回伊豆駿河湾選手権水泳競技大会」に

おいて、金子侑生選手（レオリブレ）が、50m平泳ぎで 30秒 95という素晴らしい記録で優勝し、

日本学童新記録を樹立いたしました。おめでとうございます！心からお祝い申し上げます。そし

て、まだまだ可能性を秘めた若い力に大きな期待を込めて、今後も応援していきたいと思います。 

金子選手に、その時の気持ちをお聞きしました！ 

＜質問１＞ 

「日本学童記録樹立おめでとうございます。 

日本新記録だとわかった時、どんな気持ち 

でしたか？」 

＜金子選手＞ 

「嬉しい気持ちと支えて頂いた方々に感謝の気持ち 

でいっぱいになりました。」 

＜質問２＞ 

「この素晴らしい記録が出せたのは、どうしてだと 

思いますか？」 

＜金子選手＞ 

「良いイメージでレースに挑めるように積み重ねてきました。」 

＜質問３＞ 

「今シーズンの目標を教えてください。」 

＜金子選手＞ 

「全国中学参加標準記録と日本水泳連盟ナショナル選手標準記録の突破！！」 

＜質問４＞ 

「これから、どんな選手になりたいか教えてください。」 

＜金子選手＞ 

「勇気と感動を届けられる選手を目指します。」 

～金子選手、どうもありがとうございました。金子選手の夢と目標を達成するために、私たちも

応援を続けます。これからも更なるご活躍、期待しています！～ 

 

 

本連盟におきまして、先日定時総会が開催されました。まだまだコロナ禍での事業とはなりま



 

 

 

すが、前年度をふり返り、水泳ファミリーを増やし、コロナ前の状況に徐々に戻していけること

を目標に、各委員長からの事業計画が提案され、全て承認されましたことをご報告いたします。 

なお、寺田政義理事長より今年度の施策の重点が提案されましたのでご紹介いたします。 

☆令和４年度の重点施策 

（１）競技力向上について 

①国体 8位入賞を達成 

昨年度同様コロナ対策をしながら強化をしていく。競泳 

以外の得点も重要であるため、水球、飛込、AS、OWSにも 

期待したい。選手、コーチ、役員など静岡県が一致団結し 

全種別が国体に出場し、目標を達成していく。 

②次世代選手の育成・強化を推進する 

③飛込・AS・OWSの普及と強化 

（２）競技運営について 

①魅力ある競技運営により、積極的に参加してもらえる競技運営に努める 

②スプリント選手権大会を成功させる 

 魅力ある選手を招請する。また、静岡新聞社・富士市などと連携を図り、魅力ある大会作りを

する。 

③全国トップレベルの競技運営ができるように、役員の資質向上を図る 

（３）普及活動について 

①競技者登録数を増やす 

 中・高校生の登録者数を増やすために練習環境の充実をはかる。また、中高体育連盟への働き

かけをする。 

②水泳指導者の増加を図るために、魅力ある研修会を開催する 

（４）その他 

①一般社団法人としての公益性を高めた組織運営を 

する 

 大会参加者数や競技者登録数の増加を図り、安定し 

た選手強化や連盟運営ができるようにする。 

②統合 50周年事業を成功させるよう着実に準備を進 

める。 

 本連盟役員をはじめとし、会員や登録者に協力を求 

める。 

 

 

 

★受賞されたみなさまをご紹介いたします。みなさま、誠におめでとうございます★ 

♢功労者表彰        ♢優秀競技役員表彰 

望月 仁美 様      杉山  康 様 

兵庫 伸房 様      八木 哲宏 様 

鈴木 羊子 様      岡田 和夫 様 

前田 和秀 様      峯島 利啓 様 



 

♢優秀団体表彰               ♢令和 3年度（公財）日本水泳連盟優秀団体 

※静岡県小学生水泳競技大会 2 年連続優勝     島田チャンピオンスイムスクール 

とこはスイミングスクール（女子の部） 

※（公財）日本水泳連盟泳力検定 合格者 100 名以上 

   東部スイミングスクール 

磐田カルチャースイミングセンター 

   ビクトリースイミングスクール 

   三方原スイミングスクール 

 

★優秀指導者賞・日本記録記念表彰・優秀選手賞・優秀チーム賞・ 

県記録賞については、別紙をご覧ください。 

 

 

 

※各委員会より寄せられました情報を掲載いたします♪ 

★普及委員会★ 

＜各講習会・研修会のお知らせ＞ 

①基礎水泳指導員養成講習会・検定試験 

＜日時＞ 2022年 11月 5日（土）6日（日）20日（土）12月 18日（日）9:00～16:00 

＜場所＞ 静岡県立水泳場・静岡市西ヶ谷屋内プール 

＜定員＞ 25名（先着順） 

＜申込期日＞ 8月 1日（月）～9月 30日(金)必着 

詳細については、県水連ホームページにある要項をご確認ください。2019年度より新カリキュ

ラムとなり、資格が取得しやすくなりました。水泳指導者としての専門的知識・技能を詳しく学

べる講習会です。コロナ禍の中ですが、感染対策を十分行いながら実施します。高校 3年生や大

学生、SC・少年団などで普段水泳指導にかかわる方々、奮ってご参加ください。 

 

②公認水泳コーチ 1・2、基礎水泳指導員更新研修会 

＜日時＞ 2023年 2月 12日（日）9:00～16:00 

＜場所＞ 静岡市内の予定（決定次第、ホームページに掲載します。） 

＜講師＞ 萩原 智子氏（オリンピアン、日本水泳連盟アスリート委員長） 

＜定員＞ 50名（先着順） 

＜申込期日＞ 2022年 12月 1日（木）～2023年 1月 13日(金)必着 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、代替措置として以下のレポート課題提出でも研修修

了扱いとなります。    

＜対象者＞ 資格有効期限が「2024 年 3 月 31 日まで」の者で、4 年間で一度も研修会に参加し

ていない者 

＜課題＞ 「学科研修レポート」と「実技研修レポート」 それぞれ 1000～1500字 

＜申込期日＞ 2022年 12月 1日（木）～2023年 1月 31日（火）必着 

詳細については、県水連ホームページにある要項をご確認ください。 



 

  

★AS 委員会★ 

＜各大会の報告＞ 

●2022年 3月 13日（日）バッジテスト（静岡県立水泳場） 

新型コロナウイルスの影響で一度延期となりましたが、 

選手、関係者の皆様のご協力により、無事に開催する 

ことができました。 

●2022年 5月 1日（日）～3日（火） 

日本選手権（東京辰巳国際水泳場） 

〈デュエット テクニカルルーティン〉  

イール浜松 高澤 希輝・畑中 愛梨  13位 

〈デュエット フリールーティン〉  

イール浜松 高澤 希輝・畑中 愛梨  14位 

●2022年 5月 22日（日） 

第 23回静岡県ジュニア選手権アーティスティックスイミング競技大会 

イールシンクロから９名の選手が参加しました。 

静岡県の国体代表は、県内トップの 2名が順当に選ばれました。 

高澤 希輝   畑中 愛梨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度は東海ブロックから多くの日本代表が選出されています。県勢も続くように頑張ってい

きたいと思います。そして、今後は強化と並行して、競技の普及にも力をいれていきたいと思い

ます。 
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◇優秀指導者賞
（所　属）

美濃部　行弘
（レオリブレ）

伊豆駿河湾選手権 50ｍ平泳ぎ

◇優秀指導者賞
（所　属）

◇優秀選手賞 所属 競技会 区分 順位

日本高校 50ｍ 自由形 3

第44回JO夏季 15-16歳 50ｍ 自由形 1

日本高校 50ｍ 自由形 3

第44回JO夏季 15～16歳 50ｍ 自由形 3

細川　量也
（飛龍高校）

大木　優瑠 飛龍高校 第44回JO春季 15-16歳 400ｍ自由形 2

第44回JO夏季 CS 200ｍ背泳ぎ 2

第44回JO春季 CS 200ｍ背泳ぎ 2

全国中学 800ｍ自由形 2

第44回JO夏季 13-14歳 400ｍ自由形 2

◇優秀チーム賞
（所　属）

順位

静岡県選抜(U17）水球チーム 3

競技会

第8回全日本ジュニア（U17）水球競技大会

菊地　昌弘
（浜名湖スイミングスクール）

伊藤亜香利 磐田農業高校・浜名湖スイミングスクール

伊石　晋司
（とこはスイミングスクール）

髙　遥香 とこはスイミングスクール

土井　大輔
（飛龍高校）

内村　駿斗 飛龍高校

鈴木　月渚 飛龍高校

別紙

◇日本記録記念表彰

日本学童記録　金子　侑生（レオリブレ）令和4年2月5日樹立 30.95

種　　目



♢令和３年度　県記録賞（個人）

長水路男子

区分 氏名 所属　 学年 種目 記録 大会名

県新・県高校新 大木　優瑠 飛龍高校 高１ 800ｍ自由形 8:10.82 伊豆駿河湾

県高校新 内村　駿斗 飛龍高校 高２ 50ｍ自由形 23.04 招待スプリント

県中学新 鈴木　颯 浜名湖SS 中２ 100自由形 52.83 東海選手権

50ｍ背泳ぎ 26.67 浜名湾長水路

100ｍ背泳ぎ 58.07 東海選手権

200ｍ背泳ぎ 2：07.46 コナミオープン

50ｍ平泳ぎ 30.95 伊豆駿河湾選手権

100m平泳ぎ 1：07.87 オール学童

200ｍ平泳ぎ 2：36.64 中部年齢別

長水路女子

区分 氏名 所属　 学年 種目 記録 大会名

県新・県中学新 袋井ＳＣ 50ｍバタフライ 27.52 招待スプリント

県中学新 袋井南中 100ｍバタフライ 1:01.69 全国中学

県高校新 中島　芽郁 ルネサンス沼津 高１ 50ｍ背泳ぎ 29.52 招待スプリント

短水路男子

区分 氏名 所属　※① 学年 種目 記録 大会名

県新・県高校新 石川　大智 掛川SS 高３ 100ｍ自由形 48.63 東海ﾌﾞﾛｯｸ短水路

県新・県高校新 廣橋　諒人 浜名湖SS 高３ 200ｍ背泳ぎ 1:55.02 SC短水路

県高校新 内村　駿斗 飛龍高校 高２ 50ｍ自由形 22.31 JO春季

50ｍ自由形 25.29 県短水路

50ｍ平泳ぎ 30.47 JO春季

100ｍ平泳ぎ 1:05.70 JO春季

100ｍ個人メドレー 1:01.79 SCウィンター

200ｍ個人メドレー 2:12.97 JO春季

短水路女子

区分 氏名 所属　 学年 種目 記録 大会名

200ｍ背泳ぎ  2:07.42 JO春季

400ｍ個人メドレー 4:36.66 JO春季

県新・
県中学新

1500ｍ自由形 16:46.44 SCインドア

県中学新 800ｍ自由形 8:35.86 JO春季

県中学新 大澤　千依 袋井ＳＣ 中３ 100ｍバタフライ 1:00.48 SCインドア

県中学新 奥　大輝 東部SS 中３

県学童新 金子　侑生 レオリブレ 小６

中３

県新・
県高校新

伊藤　亜香利 高３

髙　遥香 とこはSS

浜名湖SS

中３

県学童新 金子　侑生 レオリブレ 小６

大澤　千依



♢令和３年度　県記録賞（リレー）

長水路男子
区分 所属　※① 氏名 種目 記録 大会名

鈴木　　颯

奥　　大輝

今枝　海斗

藤原　永遠

奥　　大輝

村松　昊河

小沢　卓未

鈴木　　颯

長水路女子
区分 所属　※① 氏名 種目 記録 大会名

上原　夏南

田中　奈緒

土屋　　環

仁科　恋香

短水路男子
区分 所属　※① 氏名 種目 記録 大会名

杉本　碧波

黒川　晴斗

太田　陽介

清水　堅介

奥　　大輝

花村　優輝

植松　海翔

野中　天聖

金子　侑生

長澤　　走

立花　昴侍

海野　陽生

海野　陽生

金子　侑生

長澤　　走

立花　昴侍

短水路女子
区分 所属　※① 氏名 種目 記録 大会名

上原　夏南

土屋　環

田中　奈緒

仁科　恋香

土屋　環

仁科　恋香

田中　奈緒

上原　夏南

県中学記録 静岡県 4×100ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 3:54.80 東海選手権

県中学記録 静岡県 4×100ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 3:37.13 東海選手権

県記録・
県高校記録

伊東高校 4×50ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 1:35.33 東部短水路

県中学記録 東部ＳＳ 4×50ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 1:51.89 富士山選手権

県中学記録 東部ＳＳ 4×50ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 1:52.67 東部短水路

4×50ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 2:01.32 JO春季

県学童記録 レオリブレ 4×50ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ 1:50.44 県短水路

県中学記録

県中学記録

東部ＳＳ

東部ＳＳ

県学童記録 レオリブレ

1:52.03

2:04.07

東 部 短 水 路

東 部 短 水 路

4×50ｍﾌﾘｰﾘﾚｰ

4×50ｍﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ


