
2018 年度ジュニア SS 育成合宿 要項 

 

主旨 

z 2024 年以降のオリンピックに向け、定期的かつ継続的なジュニア選手の育成・強化 

z トップスイマーに成長する為に必要な競技力と人間力の向上を促す 

z 合宿を通じた幅広い交流や様々な経験による指導者のレベルアップ 

 

対象者 

2018 年度日本選手権、ジャパンオープン、インターハイおよび全国中学、夏季ジュニアオリンピック、ジュ

ニアパンパシフィックの実施種目において JrB を突破し、8 月末日時点の突破者リストにて JrB カテゴリー

の選手および担当コーチ（有資格者）とする。 

※インターナショナルおよび JrA 突破選手は原則、対象外となる。 

 

 

合宿の位置付け 

定期的に行う測定および研修会に主眼を置いた合宿とする。研修会ではマナー、ドーピング、生理学、

バイオメカニクスなどの勉強会を行い、インターナショナルおよび JrA 突破に向け、必要な知識を獲得す

る。また今後、トップ選手としてふさわしい行動ができるよう、挨拶・マナーをしっかりと身に付ける。測定で

はスタート測定や Inbody、カーブテストなどを定期的に行い、競技力向上の参考資料とする。 

 

 

開催日程： 

日程 内容 

2018 年 10 月 20 日（土）～10 月 22 日（月） 測定合宿＠JISS 

11 月 16 日（金）～11 月 18 日（日） 合宿@近畿大学 

12 月 12 日（水）～12 月 20 日（木） ナショナル合宿＠富士水泳場・鈴鹿スポーツガーデン 

2019 年 1 月 5 日（土）～1 月 8 日（火） 合宿@場所は未定 

2 月 コナミ競技会強化合宿@JISS/千葉国際水泳場 

3 月 10 日（日）～3 月 13 日（水） 合宿@場所は未定 

 

 

＊対象者に対しては、9 月に入りましたら、参加意思アンケートをこちらから送付させていただく予定となって

おります。 



対象者

突破者名簿

氏名 種目 タイム 所属 大会名 種別

1 石田虎流 男子200m自由形 1:50.65 イトマン東京 インターハイ 決勝

2 加藤晃成 男子200m自由形 1:51.32 豊橋SS 全国中学 決勝

3 荻野倖太朗 男子200m自由形 1:52.10 ルネサンス港南中央 全国中学 決勝

4 黒川紫唯 男子400m自由形 3:54.34 イトマン富田林 インターハイ 決勝

5 高木陸 男子400m自由形 3:57.83 KTV豊中 ジュニアパンパシフィック 決勝

高木陸 男子800m自由形 8:14.86 KTV豊中 ジュニアパンパシフィック 決勝

6 久保田一矢 男子1500m自由形 15:28.80 イトマン神戸 ジャパンオープン 予選

7 金星洋将 男子1500m自由形 15:29.87 桃山学院 JO 決勝

高木陸 男子1500m自由形 15:58.02 KTV豊中 ジュニアパンパシフィック 決勝

8 柳川大樹 男子100m背泳ぎ(MR1泳） :56:25 SPホウトク金沢 ジュニアパンパシフィック 決勝

柳川大樹 男子200m背泳ぎ 2:01.44 SPホウトク金沢 ジュニアパンパシフィック 予選

9 西小野皓大 男子200m背泳ぎ 2:02.41 メルヘン鹿屋 ジュニアパンパシフィック 予選

10 竹原秀一 男子200m背泳ぎ 2:04.09 はるおか赤間 全国中学 決勝

11 山尾隼人 男子200m平泳ぎ 2:13.56 NECGSC玉川 インターハイ 決勝

12 川人玲温 男子200m平泳ぎ 2:17.09 OKSS JO 決勝

13 山口愛斗 男子200mバタフライ 1:58.77 セ目黒 ジャパンオープン 予選

14 井上海 男子200mバタフライ 2:00.05 セントラルスポーツ JO 決勝

加藤晃成 男子200m個人メドレー 2:03.84 豊橋SS 全国中学 決勝

15 田丸敬也 男子400m個人メドレー 4:19.03 NACL ジュニアパンパシフィック 決勝

16 小方楓 男子400m個人メドレー 4:21.50 イトマン港北 ジュニアパンパシフィック 予選

17 田上舞美 女子50m自由形 :25:92 ルーテル学院 インターハイ 決勝

18 栗山百花 女子100m自由形 :56:28 ダンロップSC JO 決勝

19 長尾佳音 女子100m自由形 :56:81 東京SC JO 決勝

20 梅木陽向 女子100m自由形 :57:07 大東SS JO 決勝

21 武田眞咲 女子400m自由形 4:14:75 Sふじみ野 全国中学 決勝

22 與河礼奈 女子200m平泳ぎ 2:29:32 イトマン春日井 JO 決勝

23 田積帆乃果 女子200m平泳ぎ 2:28:44 大阪水泳学校 ジャパンオープン B決勝

24 曽我部菜々 女子200m平泳ぎ 2:29:11 枚方SS 全国中学 決勝

25 鍵本彩夏 女子200m平泳ぎ 2:29:89 アイエム舞鶴 全国中学 決勝

26 藤縄優花 女子200m平泳ぎ 2:30:28 コナミ北浦和 全国中学 予選

27 岡信結奈 女子200m平泳ぎ 2:30:31 ビート岡山 全国中学 決勝

28 石渡遥 女子200m平泳ぎ 2:30:74 名古屋SC 全国中学 決勝

29 三井愛梨 女子100mバタフライ :59:80 横浜サクラ JO 決勝

30 内藤万愛 女子200mバタフライ 2:10:33 セ・府中 ジュニアパンパシフィック 決勝

31 後野真衣 女子200mバタフライ 2:10:73 Kit 全国中学 決勝

三井愛梨 女子200mバタフライ 2:10:23 横浜サクラ 全国中学 決勝

32 木津喜一花 女子200m個人メドレー 2:17:10 三菱養和SS JO 決勝

日程

参加の意思についてはアンケートを実施いたします。近日中に所属宛に発送いたしますので、ご確認ください。

対象大会において、突破しているが名簿に名前がないという方は、早急に

競泳TR　03-3900-6151までご連絡をいただければと思います。

何卒、宜しくお願いいたします。

2018年度ジュニアSS育成合宿　突破者名簿

日程

2018年10月20日（土）～10月22日（月）

11月16日（金）～11月18日（日）

内容

測定合宿＠JISS

合宿@近畿大学

2018年度日本選手権、ジャパンオープン、インターハイおよび全国中学、夏季ジュニアオリンピック、ジュニアパンパシフィックの実施
種目においてJrBを突破し、8月末日時点の突破者リストにてJrBカテゴリーの選手および担当コーチ（有資格者）とする。
※インターナショナルおよびJrA突破選手は原則、対象外となる。


