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事業名 期日 会場（場所） 内容（目的・対象） 概要 備考

メキシコ高地合宿

2016年12月20日(火)～
2017年 1月 9日(月)
　
　　　20泊21日

メキシコ

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

中学・高校生　４名
（日本水泳連盟ジュニア
エリートＡ以上）

海外（メキシコ）にて高地ト
レーニングを実施する。２０
２０年東京オリンピック大会
にて東京都から複数選手のメ
ダル獲得及び代表選手を目指
す。

東京都強化練習会

2016年 4月24日（日）
　　　 5月 8日（日）
       6月 5日（日）
      10月 9日（日）
      10月10日（月）
      11月 3日（日）

東京体育館プール

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

中学・高校生　５０名
（インターハイ・全国中
学・ジュニアオリンピッ
ク出場者）

東京都の全国大会出場レベル
選手（インターハイ・全国中
学・ジュニアオリンピック出
場者）を招集し全体練習を行
う。メイン練習を実施し各所
属でのトレーニング効果の確
認を行う。

東京オリンピック候
補・準候補選手合宿

2017年2月1日（水）
  ～ 　　3日（金）
　     2泊3日

東京辰巳国際水泳場
宿舎:BunBu館

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

２０２０年東京オリン
ピック候補選手（ナショ
ナル以上）・準候補選手
（２０１６年度東京都強
化標準記録突破者以上）
の中学・高校生　２０名

長水路強化トレーニング、コ
ンディショニングおよび生活
指導。

小学生強化練習会
（ｼﾞｭﾆｱ委員会共同事業）

2016年12月25日（日）
2017年 3月18日（土）
　　      19日（日）

東京辰巳国際水泳場

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

小学生　４０名
２０１６年度東京都強化
標準記録突破者・２０１
６年度春季JO標準記録突
破者・２０１６年度夏季
JO標準記録突破者

有望選手発掘および強化練習
会。
トレーナーによるコンディ
ショニング指導。
オリンピアンによる講話。

週末早朝練習会
通年で土日・祝日・夏
休みに実施。
全60回を予定。

東京体育館プール

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

中学・高校生
（インターハイ・全国中
学・ジュニアオリンピッ
ク出場者）

所属別強化練習。
所属（登録団体）への長水路
練習の提供。

春季ＧＷ強化練習会
2016年 5月 2日（月）
　   ～    5日（木）
　４日間

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

１００名
2015年度東京都強化標準
記録突破者
2015年度インターハイ・
全国中学出場者
2015年春季・2016年夏季
JO標準記録突破者

長水路強化練習会。

国体候補選手夏季強化合宿

2016年 7月12日（火）
        ～20日（水）
 　8泊9日
中学生は16日(土)まで
　4泊5日

東京辰巳国際水泳場
宿舎:BunBu館

国体強化策

国体候補選手　３０名

長水路強化トレーニングおよ
び生活指導。

東京都夏季強化練習会
2016年 7月27日（水）
       ～ 31日（日）

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

１００名

2016年度東京都強化標準
記録突破者
2016年度インターハイ・
全国中学出場者
2016年度夏季JO標準記録
突破者

長水路強化トレーニング。

いわて国体辰巳調整練習会
2016年 8月28日（日）
       ～ 31日（水）

東京辰巳国際水泳場

いわて国体体表選手（少

年）

30名

いわて国体事前練習会。

競泳委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

いわて国体函館調整合宿
2016年 9月 2日（金）
       ～  7日（水）
　5泊6日

函館市民プール
宿泊：ホテルエスパ

ル

いわて国体体表選手
（少年）

30名

いわて国体調整合宿。
チームビルディング。

いわて国体事前調整練習会
2016年 9月6日（火）
       ～ 7日（水）

東洋大学

いわて国体体表選手
（成年）

12名

いわて国体調整練習会。
チームビルディング。

南関東ブロック合宿
2016年12月17日（土）
       ～ 22日（木）

千葉県国際総合水泳場
日本水泳連盟事業
加盟団体推薦選手

強化練習会および生活指導。
（山梨県主管）

東京都冬季強化合宿
2016年12月25日（日）
　　   ～ 30日（金）
　 5泊6日

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

2016年東京都強化標準記
録突破者　５０名

長水路強化トレーニングおよ
び生活指導。

東京都冬季強化練習会
2017年 1月 2日（月）
        ～ 6日（金）

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

１００名
（対象者未定）

長水路強化トレーニング。

国体候補選手強化練習会

2017年 3月 8日（水）
       ～ 11日（土）
       3月13日（月）
       ～ 19日（日）

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

１００名
（対象者未定）

長水路強化トレーニング。

東京都強化コーチ会議 2016年 4月25日（月） 東京都水泳協会

2016年度競泳委員会事業
内容の説明・周知徹底

８０名
2015年度全国JO春季大会
標準記録突破選手の担当
コーチ

事業内容説明およびコーチク
リニック。

国体派遣 2016年 7月～9月 岩手県
（関東ブロック：山梨県）

国体選手・監督派遣
ユニホーム支給

　　　選手・ｽﾀｯﾌ
競泳：42名・15名
飛込： 6名・ 2名
水球：11名・ 3名
ｼﾝｸﾛ： 3名・ 3名
OWS ： 2名・ 1名
本部： 　6名

競泳委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

国体強化合宿
2016年 8月 1日
       ～  7日

天理大学プール　

国体強化策

東京都強化指定選手

練習量の増量、栄養面でのサ
ポート、体調管理。
１日６時間以上のプール練習
で飛込本数をこなす。

国体強化練習会
2016年 8月27日
    ～ 9月 6日

東京辰巳国際水泳場

国体強化策

東京都強化指定選手

いわて国体直前練習会。
チームビルディング。

東京都強化練習会
2016年12月26日
       ～ 31日

東京辰巳国際水泳場

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

東京都強化対象選手なら
びに東京都ジュニア選手

来シーズンに向けての準備。
基礎基本の種目の数をこな
し、高難易度の種目の土台作
りに専念する。
１日６時間のプール練習時間
を確保する。

東京都強化合宿
2016年 3月27日
       ～ 31日
　　4泊5日

宮城県総合運動公園プール

宿泊：ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨ21

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

東京都強化対象選手なら
びに東京都ジュニア選手

平成２９年度の大会で使いた
い自由選択飛を飛ぶ。次シー
ズンの種目を揃える。
陸上練習場を含む強化練習お
よび生活指導。

東京都通年強化練習会
通年で土日・祝日・夏
休みに実施。
全30回を予定。

東京辰巳国際水泳場

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

東京都強化対象選手なら
びに東京都ジュニア選手

技術練習において高難易度の
種目に挑戦する。

国体強化合宿
通年で１泊の合宿を５
回、２泊の合宿を５回
実施予定。

静岡県富士水泳場
東京都強化対象選手 技術練習において高難易度の

種目に挑戦する。

飛込委員会

3



事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

国体選抜練習会
2016年 6月27日（月）
    ～ 6月28日（土）

城北高等学校屋内プール

国体に向け、選抜メン
バーの強化練習。

東京都高等学校選手権水球
リーグ戦および期間中のセレ
クションにより、選抜メン
バーを決定し、当年度の国体
に向けた強化練習会。

国体強化合宿
2016年 8月22日（月）
    ～ 8月27日（土）

前橋南高等学校

国体に向け、選抜メン
バー強化合宿。

当年度の国体チーム基礎力強
化、戦術理解を含むチーム力
強化を目的とする合宿。また
次年度以降を見据えた強化対
象選手の強化育成。

国体通い練習 未定（15日間）
城北高等学校

明治大学付属中野高校学校

国体に向け、選抜メン
バーの強化練習。

当年度の国体チームの強化練
習会。また次年度以降を見据
えた強化対象選手の強化育
成。

国体本大会直前合宿
2016年 8月31日（水）
    ～ 9月 3日（土）

山形県立山形工業高等学校

国体チーム直前調整合宿 国体チーム最終調整を趣旨と
した、強豪チームとの合同合
宿。

第２回東京都ジュニア水球大会
　U15U17東京都予選会（女子）

2016年 9月24日（土）
U17東京都予選会（女子）

2016年 9月25日（日）
東京都ジュニア水球大会
U15東京都予選会（女子）

城北高等学校
武蔵高等学校

東京都ジュニア水球チー
ムの普及、発展および公
式戦の機会を増やす。
U15U17水球選手権大会
（女子）の東京都代表
チームの決定。

東京都ジュニアチームの普
及、育成を趣旨とした試合を
行い、公式戦の経験を増や
し、今後の強化活動に繋げ
る。東京都ジュニア水球チー
ムの活性化を図る。　U15U17
東京都予選会（女子）につい
ては、東京都選抜チームが現
状では無い為、代表決定の試
合を行う。試合の日程および
運営費の問題から、この３大
会を２日間で同時開催とす
る。

全日本ユース選抜通い練習
11、12月中で調整中
（７日間予定）

城北高等学校
明治大学付属中野高校学校

全日本ユース選抜チーム
強化練習会

次世代国体代表選手となる１
５歳以下の選手を対象とした
強化育成事業。

全日本ユース大会
関東ブロック予選会

未定（11月初旬頃） 未定

全日本ユース水球選手権
大会関東ブロック予選会
出場。

次世代国体代表選手となる１
５歳以下の選手の強化育成。
同世代の他地域のチームとの
試合を経験をさせることが目
的。

全日本ユース水球競技選手権大会 未定（12月末頃） 岡山県倉敷市屋内水泳センター

全日本ユース水球競技選
手権大会出場

次世代国体代表選手となる１
５歳以下の選手の強化育成。
同世代の他地域のチームとの
試合を経験をさせることが目
的。

東京都冬季水球選抜通い練習
2016年12月23日（金）
    ～12月28日（水）

城北高等学校
明治大学付属中野高校学校

次年度の国体代表選手の
強化育成および東京都中
学生のタレント発掘およ
び強化育成

次年度の国体代表選手の強化
育成。東京都中学生の基礎
力、技術力向上を目的とし、
次世代の東京都代表選手とな
るタレント発掘。

全日本ジュニア選抜通い練習会 調整中（７日間予定）
城北高等学校

明治大学付属中野高校学校

全日本ジュニア選抜チー
ム強化練習会

次年度の国体主力メンバーと
なる、１７歳以下の選手を対
象とした強化育成事業。

全日本ジュニア
関東ブロック予選会

未定（１月中旬頃） 未定

全日本ジュニア水球競技
選手権大会関東ブロック
予選会出場

次年度の国体代表チームの主
軸となる１７歳以下の選手の
強化育成。同世代の他地域の
チームとの試合を経験させる
ことが目的。また国体の試金
石となる重要な試合。

水球委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

全日本ジュニア直前通い練習 未定（８日間予定）
城北高等学校

明治大学付属中野高校学校

全日本ジュニア選抜チー
ム強化練習

全日本ジュニア選抜チームの
技術向上、戦術理解を深める
強化練習および最終調整。

全日本ジュニア水球競技選手権大会 未定（３月中旬頃） 新潟県立柏崎アクアパーク

全日本ジュニア水球競技
選手権大会出場

次年度の国体代表チームの主
軸となる１７歳以下の選手の
強化育成。同世代の他地域の
チームとの試合を経験させる
ことが目的。また国体の試金
石となる重要な試合。

東京都女子強化練習
未定（１０回程度を予
定）

武蔵高等学校中学校
東京都女子選手の強化育
成

茨城国体に向け、東京都所属
の高校中学選手の強化育成。
並びにタレント発掘。

水球委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

日本選手権競技大会
東京都予選兼東日本予
選

2016年 4月 1日（金） 東京辰巳国際水泳場

第92回日本選手権競技大
会シンクロ競技への出場
を目指す選手対象の予選
大会

種目
ソロ・デュエット・チーム
テクニカルルーティン
フリールーティン
フリーコンビネーション

第71回国民体育大会
東京都代表選手選考会

2016年 5月15日（日）
国士舘大学

ﾒｲﾌﾟﾙｾﾝﾁｭﾘｰﾎｰﾙ

第71回国民体育大会の東
京都代表選手を選考する
東京都予選会

シンクロ委員会により定めた
選考規定を実施し、東京都代
表選手を選考する

第17回フレッシュカップ 2016年 9月22日（木） 東京辰巳国際水泳場
初心者から中級者までの
普及大会（小学生から高
校生）

種目
ソロ・デュエット・チーム
フリールーティン

辰巳杯
(辰巳国際水泳場主催）

2017年 3月12日（日） 東京辰巳国際水泳場

主管受託
初心者から上級者までが
幅広く年齢別に、同じ大
会に出場することにより
強化・普及につなげる

種目
ソロ・デュエット・チーム
フリーコンビネーション
フリールーティン

シンクロ初心者講習会 未定 東京辰巳国際水泳場

シンクロナイズドスイミ
ングを体験することによ
り、楽しさを伝えシンク
ロ競技の普及を図る。
（小学生から成人）

シンクロナイズドスイミング
の基礎技術の習得と初心者用
ルーティンの完成

ジュニア強化練習会

2016年 5月15日（日）
      12月26日（水）
       ～ 29日（木）
       1月 4日（水）
       ～  6日（金）
       1月18日（水）
       2月20日（月）

国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ
東京辰巳国際水泳場

今後、国民体育大会で活
躍する選手の育成・強化
を図る.(小学校高学年か
ら中学生)

テクニカルルーティンおよび
フリールーティンを泳ぐため
のスキルアップトレーニング
を中心に様々な強化トレーニ
ングを行う

国体強化練習会

2016年 7月15日（金）
          16日（土）

 　　　8月28日（日）
     ～9月 2日（金）

国士舘大学
ﾒｲﾌﾟﾙｾﾝﾁｭﾘｰﾎｰﾙ

東京辰巳国際水泳場

いわて国体で上位入賞を
狙い、技術向上を徹底的
に強化する（国体代表選
手）

テクニカルルーティンおよび
フリールーティンを泳ぐため
の強化トレーニングを徹底的
に行う

シンクロ委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考
強化練習会 未定 未定 国体候補選手強化 未定

OWS競技会派遣 未定 未定 国体候補選手 OWS競技会に出場し経験を積
む

オープンウォーター委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

メディカルチェック 未定 未定
東京都強化指定選手 メディカルアンケートおよび

指導

コンディショニング指導 通年 東京都水泳協会
東京都強化指定選手 コンディショニング相談およ

び施術。コンディショニング
指導。

医科学委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

ジュニア長水路
2016年 5月14日(土)
　　～ 5月15日(日)

東京辰巳国際水泳場

公式競技会

長水路による予選･決勝
行う競技会、夏のシーズ
ン前に長水路で予選決勝
形式の試合経験を積む。

長水路による年齢別の予選･
決勝行う。

 全国JO夏季大会東京都予選
2016年 7月23日(土)
　　～ 7月24日(日)

東京辰巳国際水泳場

公式競技会

全国JO東京都予選会

短水路２面による年齢別タイ
ムレース

 全国JO春季大会東京都予選
2017年 2月25日(土)
　　～ 2月26日(日)

東京辰巳国際水泳場

公式競技会

全国JO東京都予選会

短水路２面による年齢別タイ
ムレース

 東京都小･中学生ｼﾞｭﾆｱｽﾌﾟﾘﾝﾄ
2017年 3月 4日(土)
　　～ 3月 5日(日)

東京辰巳国際水泳場

小中学生を対象とした普
及事業

短水路２面による年齢別予
選・決勝を行う。
泳力検定大会。

小学生強化練習会
（競泳委員会共同事業）

2016年12月25日（日）
2017年 3月18日（土）
　　      19日（日）

東京辰巳国際水泳場

２０２０年東京オリン
ピックに向けた強化策

小学生　４０名
２０１６年度東京都強化
標準記録突破者・２０１
６年度春季JO標準記録突
破者・２０１６年度夏季
JO標準記録突破者

有望選手発掘および強化練習
会。
トレーナーによるコンディ
ショニング指導。
オリンピアンによる講話。

ジュニア委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

東京都春季
2016年 4月16日(土)
　　～ 4月17日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会

小学生～社会人を対象

短水路２面
タイムレース決勝

辰巳杯 2016年 9月25日(日) 東京辰巳国際水泳場
辰巳国際水泳場主催大会
主管事業

競泳・フィンの普及大会

東京都秋季
2016年10月29日(土)
　  ～10月30日(日)

東京辰巳国際水泳場

公式競技会

B級レベルを中心とした
普及大会

短水路２面
年齢別タイムレース決勝

東京都新春
2017年 1月14日(土)
　　～ 1月15日(日)

東京辰巳国際水泳場

公式競技会

冬場のトレーニング成果
を試す大会

短水路２面
年齢別タイムレース決勝

東京都選手権
KOSUKE KITAJIMA CUP

2017年 1月28日(土)
　　～ 1月29日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会

東京都No1決定戦

長水路
予選・決勝(A･B･C･小学生)

東京都冬季 
2017年 2月11日(土)
　　～ 2月12日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会

強化大会

長水路
予選・決勝

競技役員・審判員
資格更新・新規取得
　　　　　講習会

2017年 3月12日(日) 未定
競技役員および競泳審判
員の登録・養成事業

集合研修会・講習会

競技役員研修派遣 通年

FINA公式大会(海外)・日
本水泳連盟公式大会(国
内)へ競技役員を派遣。
競技役員の資質向上

FINA公式大会(海外)
日本選手権
ジャパンオープン
夏季全国JO
ワールドカップ
アジア選手権
春季全国JO
その他

競技会公認事業
競技記録公認管理事業

通年

他団体主催競技会公認
および総務・競技役員派
遣

公式競技会および公認競
技会に関する記録の公
認・管理
東京都記録および東京都
の学童・中学・高校記録
の公認・管理

約30大会公認予定

日本水泳連盟公式大会
主管事業

通年

日本水泳連盟主催公式大
会主管運営

日本選手権
ジャパンオープン
日中・早慶戦
夏季全国JO
ワールドカップ
アジア選手権
春季全国JO
その他

競技委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考
都高体連･都中体連主催
公式大会の共同主催

通年
企画・運営協力および
競技役員派遣

他団体主催競技会の
運営協力

通年
主に学生主催の競技会の
運営協力

競技会要項作成
競技会日程調整および管
理

競技委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

東京都実業団 2017年 7月10日(日) 東京辰巳国際水泳場

公式競技会

東京都実業団登録者を対
象とした日本実業団大会
予選会
国体予選会を同時開催

長水路
予選・決勝

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ
2016年 9月17日(土)
　　～ 9月18日(日)

秋田県
東京都出場者取りまとめ
東京都選手団引率
参加費助成（選手）

助成金：\5,000/１名
監督派遣

都民大会
（国体選考会）

2016年 8月 7日(日) 東京辰巳国際水泳場

公式競技会

東京都体育協会助成事業
都民体育大会の水泳部門

長水路
タイムレース決勝
市区町村別団体対抗戦

都民生涯スポーツ 2016年 8月30日(日) 東京辰巳国際水泳場

東京都体育協会助成事業
都民への水泳普及

長水路
タイムレース決勝
市区町村別団体対抗戦

東京都マスターズ
(50m)

2016年11月 5日(土)
　　～11月 6日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会
日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会公認

長水路
タイムレース決勝

東京都新春マスターズ
2017年 1月 7日(土)
 　 ～ 1月 8日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会
日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会公認

短水路
タイムレース決勝

東京都マスターズ
(25m)

2017年 3月18日(土)
　　～ 3月19日(日)

東京辰巳国際水泳場
公式競技会
日本ﾏｽﾀｰｽﾞ水泳協会公認

短水路
タイムレース決勝

マスターズ委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

第１回
基礎水泳指導員
養成講習会

2016年
10/16･22･24･25･26･
27･28･31･11/1･2･4･7

東京辰巳国際水泳場
東京体育館

国民の生涯スポーツと
しての水泳の普及と発
展に努め、水の事故防
止に寄与する。
基礎水泳指導員の資格
の取得と資質の向上を
図る。

【学科】
水泳と生活：歴史
水泳の科学
水泳指導法の基本
水泳の管理と安全対策
競泳競技規則と審判法
【実技】
基礎および実践実技
日本泳法
個人･集団の指導実習
現場における心肺蘇生

第２回
基礎水泳指導員
養成講習会

2017年
1/14･15･17･18･20･23･
24･25･27･31･2/1･3

昭島市総合スポーツ
センター

国民の生涯スポーツと
しての水泳の普及と発
展に努め、水の事故防
止に寄与する。
基礎水泳指導員の資格
の取得と資質の向上を
図る。

【学科】
水泳と生活：歴史
水泳の科学
水泳指導法の基本
水泳の管理と安全対策
競泳競技規則と審判法
【実技】
基礎および実践実技
日本泳法
個人･集団の指導実習
現場における心肺蘇生

第１回
基礎水泳指導員
検定試験

2016年11月26日(土) 日本女子体育大学

（公財）日本水泳連盟
指導員規則に基づき、
基礎水泳指導員の検定
試験を行う。

学科試験
実技試験

第２回
基礎水泳指導員
検定試験

2017年 2月19日(土) 日出学園

（公財）日本水泳連盟
指導員規則に基づき、
基礎水泳指導員の検定
試験を行う。

学科試験
実技試験

第１回
公認水泳指導員
研修会

2016年 5月22日(日) 城北中・高等学校

常に深い教養と高い品
性の陶冶に努めると共
に、国民の生涯スポー
ツとしての水泳の普及
と発展に努め水の事故
防止に寄与し、また、
社会における指導者と
しての向上を図る。

【学科】
水泳界･水泳指導に関すること
水泳指導法･水泳事故
水泳の科学
地域の水泳組織
実践報告と研究協議
【実技】
日本泳法
AED心肺蘇生

第２回
公認水泳指導員
研修会

2016年10月23日(日) 城北中・高等学校

常に深い教養と高い品
性の陶冶に努めると共
に、国民の生涯スポー
ツとしての水泳の普及
と発展に努め水の事故
防止に寄与し、また、
社会における指導者と
しての向上を図る。

【学科】
水泳界･水泳指導に関すること
水泳指導法･水泳事故
水泳の科学
地域の水泳組織
実践報告と研究協議
【実技】
日本泳法
AED心肺蘇生

第３回
公認水泳指導員
研修会

2017年 2月26日(日) 城北中・高等学校

常に深い教養と高い品
性の陶冶に努めると共
に、国民の生涯スポー
ツとしての水泳の普及
と発展に努め水の事故
防止に寄与し、また、
社会における指導者と
しての向上を図る。

【学科】
水泳界・水泳指導に関すること
水泳指導法・水泳事故
水泳の科学
地域の水泳組織
実践報告と研究協議
【実技】
日本泳法
AED心肺蘇生

指導者委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

本郷中学水泳授業 5月中旬～6月中旬 東京スイミングセンター
本郷中学校委託事業
中学2年生約200名

泳力別水泳指導

水泳指導員関係要項
作成

講習会・検定試験日程
管理

指導者委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

学童地区大会助成 2016年7月～10月 地区登録団体
水泳の普及
総務派遣

各地区12大会実施予定

水泳の日 2016年 8月14日(日) 東京辰巳国際水泳場
主管事業
日本水泳連盟主催

泳力検定報告管理 通年 東京都水泳協会
登録団体からの実施報告
とりまとめおよび日本水
泳連盟への報告

生涯スポーツ委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

第18回東京都日本泳法競技会 2016年10月 1日（土） 東京辰巳国際水泳場

日本泳法の普及・発展 団体泳法競技
横泳ぎ競泳
支重競技
群泳
水書
他

第38回東京都日本泳法研究会 2016年 6月(予定)
東京都水泳協会

第1会議室

講習会および技術研修 日本泳法の歴史的経緯につい
て検証した結果を学び、理解
を深める。

第39回東京都日本泳法研究会 2016年11月(予定)
東京都水泳協会

第1会議室
講習会および技術研修 横泳ぎ競泳における競技会運

営の基本

日本泳法委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

競技者基本登録 2016年 5月22日(日) 東京都水泳協会
競技者登録における東京
都管轄分の管理

登録確認・集計作業
日本水泳連盟への登録料送金

競技者登録受付窓口 通年 東京都水泳協会
電話相談
システム管理

書類管理
入金管理
システム管理

記録管理 通年 東京都水泳協会
公認記録の管理
東京都記録の管理

東京都最高記録一覧作成

リザルトシステム管理 通年 東京都水泳協会
ライセンス管理
機材管理

東京都最高記録一覧作成

情報システム委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考
委員会会計
　　　報告書の作成

通年
各委員会決算のとりまと
め

資金・口座管理 通年 各口座の掌握・管理

会計監査 2016年5月28日 東京都水泳協会 委員会会計の監査 監事による委員会会計の監査

財務委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨） 概要 備考

事業実施報告書作成 2016年 4月

2015年度各事業報告とり
まとめ

事業実施報告書の作成

事業計画書・予算書
　　　　　　　作成

2017年 2月

2017年度事業計画・予算
のとりまとめ

各委員会ヒアリングに基づい
た事業計画書の作成

会議日程の管理
（事務局）

通年

理事会・評議員会管理 会議日程表の作成

傷害保険の契約管理
（事務局）

通年

契約・管理および保険請
求業務（事故報告）

プールの公認 通年

プールの新規公認および
更新手続き

水泳手帳の作成 2017年 3月

手帳の作成と販売

資産台帳の作成と備品
類の管理
（事務局）

通年

備品発注と管理

納会並びに記念事業 2016年11月

納会の企画・運営
記念事業の企画・運営

委員会名簿管理 通年

役員・委員の情報管理

総務委員会
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