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2017 年度〜2020 年度アーティスティックスイミング 

東京オリンピック日本代表候補選手（ナショナル A チーム）特別強化策 

及び選考手順の変更について 

 

 

 第 17 回 FINA 世界選手権ブダペスト大会シンクロナイズドスイミング競技において、日本チー

ムは目標成績を達成することができず、東京オリンピックを目前に控え大変厳しい結果に終った。

日本チームが東京オリンピックで上位獲得を目指すには、強化策の抜本的な変革が喫緊の課題で

あると受け止め、今後の強化策及び選考手順を次のように変更する。 

 

 今後は、下記に示した東京オリンピック特別強化策及び選考手順に則り代表候補選手を指定し、

強化活動を進める。 

 なお、2019 年度東京オリンピック日本代表候補選手（2019 年度ナショナル A チーム）の選考

および強化プランは下記（11）に示すとおりとする。 

 

【東京オリンピック日本代表候補選手特別強化策及び選考手順（骨子）】 

（1） 東京オリンピックの目標成績 

デュエット，チーム 銀メダル以上の獲得 

（2） 強化方針 

① スケールの大きさ、ダイナミックさを有するチーム編成 

② 身体改造と基礎能力の向上 

切れのあるシャープな動きができる身体づくり 

しなやかで可動域の大きな動きができる身体づくり 

脚質強化 

③ 高さ、シャープさ、正確さ、メッセージ力の技術強化 

④ 立ち泳ぎ強化 

⑤ アクロバティック強化（土台およびトップ） 

⑥ 演技構成：相応の難度とオリジナリティの高い選曲および演技構成のプログラム制作 

（3） スケールの大きな選手を中心とした東京オリンピック日本代表候補チームを編成し、複

数年での強化体制を構築する。 

（4） ヘッドコーチを確定し、複数のコーチによる指導体制を構築する。 

（5） 国際審判員の評価を定期的に受ける。 



（6） 東京オリンピック日本代表候補選手は期間を限定せずに指定する。必要があれば年度の

途中であっても適時追加、変更を行う。 

（7） 東京オリンピックまでのナショナル Aチームによる各種国際大会日本代表選手は、東京

オリンピック日本代表候補選手の中から大会ごとに選定する。 

（8） 2020 年上期に東京オリンピック日本代表選手を決定する。 

（9） 東京オリンピック日本代表候補選手は下記の要件を備えた者を指定する。 

指定要件： 

下記①、②、③のいずれかを備えた者で、かつ高強度トレーニングに心身と

もに適応可能と認められる者及び日本代表選手行動規範に適う者 

① 世界トップで戦えるスケールを有する者 

② 特殊能力を有する者（例 リフト） 

③ 世界で戦う厳しさを認識している者 

（10） 東京オリンピック日本代表候補選手（ナショナルA チーム）及び東京オリンピック日本

代表選手並びにナショナル A チームによる国際大会日本代表選手の選考は、ヘッドコー

チの推薦を受け、シンクロ委員会の承認を経て、本連盟選手選考委員会にて決定する。

選手の追加・変更も同様とする。 

（11） 2019 年度東京オリンピック日本代表候補選手（2019 年度ナショナル A チーム）の選考

および強化プランは以下のとおりとする。詳細は別途要項を参照のこと。 

なお、デュエット代表選手 2 名については、2018 年 9 月にヘッドコーチが決定し、強化合

宿を開始する。 

 

【選考対象選手】 

1. 継続選手：第 18 回アジア競技大会（ジャカルタ／2018）日本代表選手のうち

継続意思を示したもの（アジア競技大会後、AS委員長が意思確認）。 

2. 推薦選手：2004 年以前生まれの者 

① クラブ推薦選手（各クラブから推薦） 

＜推薦基準＞ 

1） 身長 165ｃｍ以上で、下記 a, b のいずれかを満たす者 

2） 特殊能力(ジャンパー)を有しており、下記 a, b のいずれかを満たす者 

a. 2018 年 FINA AS WS アメリカオープン代表選手（ナショナル B チー

ム）および 2018 年第 16 回世界ジュニア選手権代表選手（ジュニア代

表チーム） 

b. 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ 2018 ソロ・

テクニカルまたはソロ・フリー出場者 

② ヘッドコーチ推薦選手（日本代表ヘッドコーチによる推薦） 

 

 



【選考合宿】 

1. 上記 1、2-①、2-②の選考対象選手を対象に、複数回の選考合宿を実施し、ヘッド

コーチは合宿ごとにメンバーを段階的に絞る。 

2. 選考合宿には所属担当コーチが帯同する。 

3. 最終選考合宿終了時までに 2019 年度ナショナルA チーム選手（先に決定したデュ

エット 2 名を含み最大 12 名）を決定する。選考された選手は、同時に東京オリン

ピック日本代表候補選手とする。 

 

【代表強化合宿】 

1. 2019 年 1 月より日本代表強化合宿（ナショナル Aチーム強化合宿）を開始する。 

  

以上 

 



2018年 8月 9日 

AS委員会強化部 

「2019年度日本代表派遣選手（ナショナルAチーム）」選考要項 

＊ミックスデュエット代表は除く 

 

【派遣大会】 FINA第 18回世界水泳選手権大会（2019年 7月，韓国） 

  FINA AS WS東京大会（ジャパンオープン、2019年 4月）他 

 

【選考対象選手】 

1. 継続選手：第 18回アジア競技大会（ジャカルタ／2018）日本代表選手のうち継続

意思を示したもの（アジア競技大会後、AS委員長が意思確認）。 

2. 推薦選手：2004年以前生まれの者 

① クラブ推薦選手（各クラブから推薦） 

＜推薦基準＞  

1） 身長 165ｃｍ以上で、下記 a, bのいずれかを満たす者 

2） 特殊能力(ジャンパー)を有しており、下記 a, bのいずれかを満たす者 

a. 2018年 FINA AS WSアメリカオープン代表選手（ナショナルBチー

ム）および 2018年第 16回世界ジュニア選手権代表選手（ジュニア代

表チーム） 

b. 日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ 2018 ソロ・

テクニカルまたはソロ・フリー出場者 

② ヘッドコーチ推薦選手（日本代表ヘッドコーチによる推薦） 

 

＊なお、デュエット代表選手 2 名については、2018 年 9 月にヘッドコーチが決定し、

強化合宿を開始する。 

  

【選考合宿】 

1. 上記 1、2-①、2-②の選考対象選手を対象に、複数回の選考合宿を実施し、ヘッド

コーチは合宿ごとにメンバーを段階的に絞る。 

2. 選考合宿には所属担当コーチが帯同する。 

3. 最終選考合宿終了時までに 2019年度ナショナルAチーム選手（先に決定したデュ

エット 2名を含み最大 12名）を決定する。選考された選手は、同時に東京オリン

ピック日本代表候補選手とする。 

4. 選考合宿日程（予定） 

第１回合宿  2018年 10月 10日～16日  JISS 

第 2回合宿   2018年 11月 19日～30日  JISS 

最終選考合宿  2018年 12月 10日～19日   JISS 

5. 最終選考合宿期間の 12月 16日（日）に国際審判員による選考会形式の評価会（ナショ

ナルAルーティン）を実施する。 



2018年 8月 9日 

AS委員会強化部 

6. 最終選考合宿中に現ナショナルAコーチおよびトレーニングコーチによる合宿内評価を

行う。 

7. 選考合宿 3回の合宿の間は、関東と関西に分かれて、数回の合同トレーニング（水中・

陸上トレーニング）を実施予定。 

 

 

クラブ推薦選手の申込について 

選考対象選手の推薦を希望するクラブは、2018年 9月 14日（金）正午までに別紙クラブ推薦

書に必要事項を記入し、（公財）日本水泳連盟AS委員会強化部宛にFAXにて申し込む。 

ＦＡＸ ０３－３４８１－０９４２  

 

＜確認事項＞ 

  ・選考対象選手は全員第 1回合宿に参加する。 

  ・第 1回合宿の最初に身長測定を実施する。 

  ・各合宿の最終日に次回以降の選考対象選手継続可否（合宿参加可否）を決定する。 

  ・選考対象選手には、合宿ごとに学校（所属）宛に決定通知を配布する。 

  ・選考合宿に参加する選考対象選手および所属担当コーチの旅費（交通費・宿泊費）は、（公財）

日本水泳連盟が負担する。 

   但し、宿泊負担金として１泊 1,000円を徴収する。 

  ・所属担当コーチについて 

   宿泊なしの通い、コーチの交代も可能とする（要相談）。旅費の補助は一合宿につき 1往復分に

限る。 

 

 

  問い合わせ先 AS委員会強化部  藤島遥香 synchro.jisstr@gmail.com 

 

 

 

 



身長

＊推薦基準には下記の該当を記入する。

1)-a １６５cm以上　２０１８年度ナショナルBおよびジュニア代表選手

1)-b １６５cm以上　チャレンジカップ２０１８ソロ出場選手

2)-a 特殊能力（ジャンパー）を有し、２０１８年度ナショナルBおよびジュニア代表選手

2)-ｂ 特殊能力（ジャンパー）を有し、チャレンジカップ２０１８ソロ出場者

宿泊

1

2

3

＊コーチが交代で参加する場合にはコーチ名をすべて記入すること。宿泊希望者は◎・通いは〇を記入する。

住所

連絡先（電話）

ｅ-ｍａｉｌ

選手 氏名 生年

2019年度日本代表派遣選手（ナショナルAチーム）選考　クラブ推薦書

代表者

連絡先

記載責任者

2018年　　月　　日記入

クラブ名

推薦基準

1

出席日
10/10-16

(公財）日本水泳連盟　AS委員会強化部　御中　　　締切2018.9.14　FAX03-3481-0942

2

3

4

連絡先コーチ名

5


