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事業名 期日 会場（場所） 内容（目的・対象・概要）

東京都強化コーチ会議
コーチクリニック

2018年 4月21日
　　　　　22日

東京辰巳国際水泳場
第１会議室

2018年度競泳委員会事業内容の説明およびコーチクリニックを実施す
る。

８０名
2017年度全国JO春季大会標準記録突破選手の担当コーチ

春季ＧＷ強化練習会
2018年 5月 3日
　   ～    6日
　4日間

東京辰巳国際水泳場

２０１８年度福井国体に向けての強化策の一環として実施する。

中学生・高校生を対象とした100名

国体候補選手夏季強化合宿

2018年 7月10日
        ～17日
 　7泊8日

東京辰巳国際水泳場

2018年度福井国体にむけての強化策の一環として実施する。

中学・高校生を対象とする。２０１８年度東京都強化標準記録突破者・
国体ランキング上位２名。

東京都夏季強化練習会
（通い練習）

2018年 7月28日
       ～ 31日
4日間

東京辰巳国際水泳場

２０１８年度福井国体に向けての強化策の一環として実施する。

２０１８年度東京都強化標準記録突破者・国体ランキング上位２名・２
０１７年度夏季全国大会個人出場者（インターハイ・全国中学・夏季
JO）

２０１８年度福井国体
辰巳調整練習会
（通い練習）

2018年 8月28日
       ～ 31日
　　 　9月初旬

東京辰巳国際水泳場
都立千早高校

福井国体に向けての強化策として、代表選手の練習会を実施する。

東京都選手団（競泳）少年選手30名　コーチ8名

福井国体調整合宿

2018年 9月 8日
        ～13日
　5泊6日
　（一部通い）

東京辰巳国際水泳場
他（未定）

福井国体に向けての調整合宿

東京都選手団　42名　コーチ8名

海外強化合宿
2018年12月下旬～
2019年1月初旬

未定

２０２０年東京オリンピック大会・2024年オリンピック大会に向け、東
京都の選手から複数のメダル獲得及び数多くの代表選手を輩出すること
を目的とし、冬休みを利用して海外強化合宿を実施する。

参加対象：ナショナル以上・２０１８年度東京アスリート

南関東ブロック合宿
（日本水泳連盟事業）

2018年12月17日
　　 　～ 22日
　5泊6日 千葉県国際総合水泳場

加盟団体推薦選手
各都県代表選手10名　自費参加選手は全体で20名以内。
各都県代表コーチは2名以内（1名は必ず参加）

東京都冬季強化合宿

2018年12月24日
　　   ～ 30日
　6泊7日

未定

2019年国体に向けての強化合宿を実施する。

2018年東京都強化標準記録突破者（中学・高校生）５０名　コーチ5名

3月春季強化練習会
（通い練習）

2019年 3月 12日
 　　   ～ 21日 未定

2019年国体に向けての強化合宿を実施する。

2018年東京都強化標準記録突破者（中学・高校生）６０名　コーチ10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）

国体強化事業①
2018年 8月 上旬
 7泊8日

別府市営青山プール

平成30年の国体強化。東京五輪を見据えての選手強化。

東京都強化指定選手

国体強化事業②
2018年　8月28日
　　～  9月11日
 10回を予定

東京辰巳国際水泳場

国体調整練習

東京都代表選手

オリンピック強化事業①
2019年 3月27～ 31日
（5日間）

宮城県総合運動公園
プール

２０２０年東京オリンピックに向けた強化策

東京都強化指定選手

国体強化事業③ 年間数回実施予定 静岡県富士水泳場

国体強化。

東京都強化指定選手

オリンピック強化事業②
2018年12月下旬～
2019年 1月初旬

シンガポール

２０２０年東京オリンピックに向けた強化策

東京都強化指定選手

飛込委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

国体代表セレクション
および練習会

2018年6月10日
   　 6月24日

城北高等学校屋内プール

国体選抜メンバーセレクション兼強化練習会

対象選手　４０名
監督１名、コーチ２名

国体強化合宿
2018年 8月22日
    ～ 8月26日
　　　　（予定）

未定

国体に向け、選抜メンバー強化合宿。
国体チームの基礎力強化及び戦術理解を含むチーム力強化を目的とす
る。
強化対象選手（選抜選手、次年度育成選手）２０名
監督１名、コーチ２名

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。
国体チームの基礎力強化、戦術理解の為の強化練習会。
次年度以降強化対象となる選手の育成練習会。
強化対象選手（選抜選手、次年度育成選手）２０名
指導者４名

国体本大会直前合宿
2018年  9月6日
    ～ 9月10日

石川県立
金沢工業高等学校

国体チーム直前調整合宿。

国体選抜選手１１名、予備選手４名。
監督１名、コーチ２名。

東京都ジュニア水球大会
2018年 9月16日
　　 　9月17日

城北高等学校

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。
東京都の中学生以下水球選手及びチームの活性化を図る。
U15U17水球選手権大会（女子）の東京都代表チームの決定を含む。

東京都ジュニア水球大会：東京都水泳協会に登録しているチームで、15
歳以下の選手。（高校生は含まない）

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。
次世代国体選手となる15歳以下の選手を対象にとした強化育成事業。
選抜選手30名。
監督1名。コーチ2名。

全日本ユース水球競技
選手権大会
関東ブロック予選会

未定（11月初旬頃）
城北高等学校

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15歳以下の選手の強化育成。同世代他地域の
チームとの試合を経験させることが目的。

全日本ユース（U15）
水球競技選手権大会

2018年12月23日
　　　　～27日

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15歳以下の選手の強化育成。
同世代他地域のチームとの試合を経験させることが目的。

東京都冬季水球選抜
通い練習

2018年12月23日
    ～12月28日
　　　　　（予定）

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、東京都中学生の基礎力・技術力およ
び東京都中学生のタレント発掘および強化育成。
指導者8名、高校生30名、中学生40名（全日本ユース選抜メンバーを除
く）

全日本ジュニア(U17)
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。全日本ジュニア本戦出場並びに上位入賞を目標とする。選手30名、
監督1名、コーチ2名。

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

未定（１月中旬頃） 城北高等学校

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
域のチームと試合経験させる目的

選抜選手13名、監督1名、コーチ2名。

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及び
最終調整。
参加対象:選抜選手20名、監督1名、コーチ2名。

全日本ジュニア
水球競技選手権大会

2019年　3月17日
　　　 　～21日

新潟県立柏崎アクアパーク

次年度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。全日本ジュニア本戦出場並びに上位入賞を目標とする。

参加対象：選抜13名、監督1名、コーチ2名。

水球委員会（男子）
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

都道府県対抗
代表セレクション
および練習会

2018年6月16日
   　 6月17日

未定

都道府県対抗選抜メンバーセレクション兼強化練習会

対象選手　２０名
監督１名、コーチ２名

都道府県対抗強化合宿 未定 未定

都道府県対抗に向け、選抜メンバー強化合宿。
都道府県対抗チームの基礎力強化及び戦術理解を含むチーム力強化を目
的とする。
強化対象選手（選抜選手、次年度育成選手）２０名
監督１名、コーチ２名

都道府県対抗通い練習 　未定（10日間） 未定

都道府県対抗に向け、選抜メンバーの強化練習。
都道府県対抗チームの基礎力強化、戦術理解の為の強化練習会。
次年度以降強化対象となる選手の育成練習会。
強化対象選手（選抜選手、次年度育成選手）２０名
指導者４名

都道府県対抗本大会
直前合宿

2018年  9月8日
    ～ 9月10日

山形県立
山形工業高等学校

都道府県直前調整合宿。

国体選抜選手１１名、予備選手４名。
監督１名、コーチ２名。

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）

武蔵大学

全日本ユース選抜チーム強化練習会。
次世代国体選手となる15歳以下の選手を対象にとした強化育成事業。
選抜選手30名。
監督1名。コーチ2名。

全日本ユース水球競技
選手権大会
関東ブロック予選会

未定（11月初旬頃） 秀明大学

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15歳以下の選手の強化育成。同世代他地域の
チームとの試合を経験させることが目的。

全日本ユース（U15）
水球競技選手権大会

2018年12月23日
　　　　～27日

岡山県倉敷市
児島地区公園水泳場

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15歳以下の選手の強化育成。
同世代他地域のチームとの試合を経験させることが目的。

全日本ジュニア(U17)
選抜通い練習会

調整中（７日間予定） 武蔵大学

全日本ジュニア選抜チーム強化練習会。
次年度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。全日本ジュニア本戦出場並びに上位入賞を目標とする。選手30名、
監督1名、コーチ2名。

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

未定（１月中旬頃） 秀明大学

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
域のチームと試合経験させる目的

選抜選手13名、監督1名、コーチ2名。

全日本ジュニア
直前通い練習

未定（６日間予定） 武蔵大学

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及び
最終調整。
参加対象:選抜選手20名、監督1名、コーチ2名。

全日本ジュニア
水球競技選手権大会

2019年　3月17日
　　　 　～21日

新潟県立柏崎アクアパーク

次年度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。全日本ジュニア本戦出場並びに上位入賞を目標とする。

参加対象：選抜13名、監督1名、コーチ2名。

東京都女子強化練習
未定
（年間15回を予定）

武蔵高等学校中学校
成蹊高等学校

辰巳国際水泳場
予定

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。また、近々の主力メンバーとなる社会人・大学生の強化。
参加対象：指導者3名、選手30名。

水球委員会（女子）
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

日本選手権競技大会
東京都予選兼東日本予
選

2018年 4月 1日 東京辰巳国際水泳場

日本選手権競技大会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
参加対象：中学生以上

国民体育大会
東京都代表選手選考会

2018年 5月13日 武蔵野の森

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。
AS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。
参加対象：東京都所在の中学校3年生及び高等学校1年生から3年生の女
子。

フレッシュカップ
バッジテスト

2018年 9月24日 武蔵野の森

初心者から中級者までの普及大会
種目：ソロ・デュエット・チーム　フリールーティン
参加対象：小学生から高校生(バッジテストは一般まで）

バッジテスト検定　ステージ１～１３

競技力向上事業
ジュニア強化練習会

2018年 5月
      12月

東京辰巳国際水泳場
武蔵野の森

国民体育大会で活躍する選手の育成・強化を図る。
テクニカルルーティン及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。
参加対象：小学校高学年から中学生

競技力向上事業
国体強化

2018年 7月19日
       　 20日
       8月28日
     ～9月 7日

東京辰巳国際水泳場
国立ｽﾎﾟｰﾂ科学ｾﾝﾀｰ

国民体育大会で上位入賞を狙い、技術向上を徹底的に強化する。
テクニカルルーティン及びフリールーティンを泳ぐための強化トレーニ
ング
参加対象：第72回国民体育大会東京都代表選手選考会で選ばれた代表選
手

アーティスティックスイミング委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

国体リハーサル大会
派遣

2018年 6月30日
     ～7月 1日

福井県
若狭町食見海岸

国体に向けた東京都OWS選手強化

＜派遣選手条件＞
・東京都から国体に出場する資格を有していること
・リハーサル大会実行委員会が決める出場要件を満たしていること

国体候補選手強化合宿
(須崎OWS)

2018年 10月27日
         ～28日

高知県
須崎市大嶋海岸

国体東京都OWS代表選手の強化

＜派遣選手条件＞
・2018年日本選手権OWS競技に出場し、東京都から国体に出場する資格
を有している選手上位男女各2名
・須崎OWS大会実行委員会が決める出場要件を満たしていること

オリンピック候補選手
強化合宿
（NSW州選手権）

2018年 12月
オーストラリア

シドニー

オリンピック大会で活躍するOWS選手育成を目的とする

＜派遣選手条件＞
・2018年日本選手権OWS競技に出場し、東京都から国体に出場する資格
を有している選手上位男女各1名
・NSW州選手権大会実行委員会が決める出場要件を満たしていること

ジュニア選手強化合宿
2018年 8月27日
        ～29日

千葉県館山市北条海岸
館山市市営プール

次世代選手の発掘・育成

強化指定Dランク以上の東京都ジュニア選手における上位男女各3名

事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

競技会救護 通年 競技会会場

公式競技会での医事運営

国体帯同 国体開催期間
競技会場

選手団宿舎

国体での選手・役員の健康管理　ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ検査対応

メディカルチェック 通年

東京都強化指定選手のメディカルアンケート及び指導

コンディショニング指導 通年

東京都強化指定選手のコンディショニング相談及び施術。コンディショ
ニング指導。

医科学委員会

オープンウォータースイミング委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ
関東ブロック大会

2018年　7月21日
　　　　 ～22日

茨城県

選手３名（予備登録選手含む）
監督１名・コーチ１名

水球関東ブロック大会
2018年　8月4日
         ～5日

茨城県

【男子】選手11名
　　　　監督１名・コーチ１名

【女子】選手11名
　　　　監督１名・コーチ１名

第73回国民体育大会
（福井国体）

2018年
9月10日～17日

福井県
（石川県）

競泳　　　選手42名
　　　　　監督2名・コーチ8名
飛込　　　選手4名
　　　　　監督1名・コーチ1名
ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸ 選手3名（予備登録選手含む）
　　　　　監督1名・コーチ1名
水球　　　選手30名（予備登録選手含む）
　　　　　監督2名・コーチ2名
OWS 　　　選手2名
　　　　　監督1名・コーチ1名

本部役員8名・ﾄﾞｸﾀｰ1名・ﾄﾚｰﾅｰ4名
※水球女子の都道府県対抗を含む

国民体育大会派遣
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

東京都ジュニア春季
短水路記録会

2018年 4月14日
        ～15日

東京辰巳国際水泳場

短水路２面・タイム決勝
高校生以下

東京都ジュニア長水路
水泳競技大会
（13歳以上）

2018年 5月12日
　　 　～ 13日

東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
中学・高校生

東京都ジュニア長水路
水泳競技大会
（12歳以下）

2018年 5月19日
　　 　～ 20日

東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
小学生

東京都ジュニア夏季
短水路記録会

2018年 6月 2日
　　       3日

東京辰巳国際水泳場

短水路２面・タイム決勝
高校生以下

全国JO夏季大会
東京都予選会

2018年 7月14日
　　      15日

東京辰巳国際水泳場

短水路２面・タイム決勝
高校生以下

東京都ジュニア小学生
学年別長水路記録会

2018年 9月24日 東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
小学生（夏季ＪＯ出場者を除く）

東京都ジュニア小学生
学年別長水路記録会

2018年　10月14日 東京辰巳国際水泳場

短水路２面・タイム決勝
小学生

全国JO春季大会
東京都予選会

ブロック別に実施予定（下記参照）

ジュニア委員会

1 東京都西部ブロック春季ＪＯ予選会 田柄スイミングクラブ 平成31年02月11日

2 東京都東部ブロック春季ＪＯ予選会 葛飾区水元総合プール 平成31年02月23日 ～　02月24日

3 東京都南部ブロック春季JO予選会 明治大学和泉校舎室内プール 平成31年02月24日

4 東京都北部ブロック春季JO予選会 東京スイミングセンター 平成31年02月24日

5 東京都市外部ブロック春季JO予選会 未定 未定
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

東京都春季
2018年 4月21日
   　　～ 22日

東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
中学生以上

東京都選手権
2018年 7月 6日
   　　～  8日

東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
国体予選

辰巳杯 2018年 9月30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

東京都秋季
2018年 10月27日
　     ～  28日

東京辰巳国際水泳場

短水路２面・タイム決勝
高校生以下

KOSUKE KITAJIMA CUP
2018年 11月17日(土)
　　　～　 18日(日)

東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝

東京都シニア冬季 2018年 12月 未定

大学生以上

東京都新春 2019年  1月 未定

短水路・タイム決勝
高校生以下

東京都冬季 2019年  2月 未定

短水路・予選決勝
高校生以下

東京都シニア春季 2019年  3月 未定

大学生以上

競技役員研修派遣 通年

未定

競技会公認事業
競技記録公認管理事業

通年（次ページ参照）

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

日本水泳連盟公式大会
主管事業

通年（次ページ参照）

日本水泳連盟主催公式大会主管運営

都高体連･都中体連主催
公式大会の共同主催

通年

東京都中学総体
東京都中学校選手権水泳競技大会
東京都中学校学年別水泳競技大会
東京都高等学校春季水泳競技大会
東京都高等学校選手権水泳競技大会
東京都高等学校新人水泳競技大会
東京都高等学校長水路記録会
東京都高等学校短水路記録会

競技役員資格取得
更新講習

2019年  3月10日 三輪田学園

競技役員（審判）資格取得・更新

競技役員
資質向上研修会

未定（４回実施予定）

東京都水泳協会事務
所

東京辰巳国際水泳場
他

競技役員（審判）研修会

競技委員会
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競　技　会　名 種　　　目

1 日本選手権 競泳 平成30年04月03日 ～　04月08日

2 日本選手権 ＡＳ 平成30年04月27日 ～　04月30日

3 ジャパンオープン 競泳 平成30年05月24日 ～　05月27日

4 室内選手権 飛込 平成30年06月15日 ～　06月17日

5 日中・早慶対抗戦 競泳 平成30年06月30日 ～　07月01日

6 パンパシフィック選手権 競泳 平成30年08月07日 ～　08月12日

7 夏季全国JO 競泳 平成30年08月22日 ～　08月26日

8 日本選手権 飛込 平成30年09月21日 ～　09月23日

9 日本選手権 水球 平成30年10月05日 ～　10月07日

10 世界短水路選考会 競泳 平成30年10月27日 ～　10月28日

11 ＦＩＮＡワールドカップ 競泳 平成30年11月10日 ～　11月11日

12 春季全国JO 競泳 平成31年03月27日 ～　03月30日

期　　　日

平成３０年度日本水泳連盟公式競技会主管事業一覧

1 第50回東京スイミングセンタージュニア優秀選手招待記録会 競泳 平成30年11月21日 ～　11月25日

平成３０年度日本水泳連盟公認競技会主管事業一覧

競　　技　　会　　名 会　　　場

1 第31回ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ水泳競技会 コナミ西葛西 平成30年04月01日

2 東京都東部ブロック公認記録会 コナミ西葛西 平成30年04月30日

3 東京都南部ブロック夏季公認記録会 明治大学和泉校舎室内プール 平成30年07月01日

4 東京都西部北部合同ブロック公認記録会 東京スイミングセンター 平成30年07月01日

5 東京都東部ブロック公認記録会 コナミ西葛西 平成30年07月29日

6 東京都十六高校対抗水上競技大会 東京辰巳国際水泳場 平成30年08月15日 ～　08月16日

7 第32回ｺﾅﾐｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞｴｰｼﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ水泳競技会 コナミ西葛西 平成30年09月02日

8 東京都北部ブロック公認記録会 豊島区南長崎スポーツセンター 平成30年09月30日

9 東京都東部ブロック公認記録会 コナミ西葛西 平成30年11月04日

10 東京都東部ブロック公認記録会 葛飾区総合スポーツセンター温水プール館 平成30年12月01日 ～　12月02日

11 東京都市外部ブロック　秋季公認記録会 明治大学和泉校舎室内プール 平成30年12月03日

12 東京都西部ブロッククラブ対抗水泳競技大会 東京ドルフィン桜台 平成30年12月09日

13 東京都南部ブロック冬季公認記録会 明治大学和泉校舎室内プール 平成30年12月09日

14 東京都北部ブロック公認記録会 東京スイミングセンター 平成30年12月09日

15 東京都東部ブロック公認記録会 コナミ西葛西 平成30年12月23日

16 東京都東部ブロック公認記録会 葛飾区水元総合プール 平成31年01月12日 ～　01月12日

17 三菱養和スプリント水泳競技大会 三菱養和スイムスクール 平成31年01月13日

18 東京都西部ブロック公認記録会 田柄スイミングクラブ 平成31年01月14日

19 東京都北部ブロック公認記録会 東京スイミングセンター 平成31年01月20日

20 東京都北部ブロック公認記録会 豊島区南長崎スポーツセンター 平成31年02月02日 ～　02月03日

21 法政招待記録会　東京都市外部ブロック選手権 法政大学多摩ｷｬﾝﾊﾟｽ室内プール 平成31年02月10日

期　　　日

平成３０年度公認競技会一覧
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

東京都社会人
チーム対抗

2018年 7月28日 東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
社会人によるチーム対抗公式競技会

東京都都民大会 2018年 7月 29日 東京辰巳国際水泳場

長水路・タイム決勝
都民による対抗競技会
（東京都体育協会主催）

東京都都民生涯
スポーツ大会

2018年 9月 2日 東京辰巳国際水泳場

長水路・予選決勝
都民による対抗競技会
（東京都体育協会主催）

日本ｽﾎﾟｰﾂﾏｽﾀｰｽﾞ
水泳競技大会

2018年  9月  1日
       ～    2日

北海道

東京都選手団派遣（一部助成）

東京都マスターズ大会
(50m)

2018年 11月 3日
       ～   4日

東京辰巳国際水泳場

長水路・タイム決勝
日本マスターズ水泳協会公認大会。

東京都新春
マスターズ大会

未定 未定

短水路・タイム決勝
日本マスターズ水泳協会公認大会。

東京都マスターズ大会
(25m)

未定 未定

短水路・タイム決勝
日本マスターズ水泳協会公認大会。

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）

第１回
基礎水泳指導員
養成講習会

2018年　6月10日
　　　 ～　29日

日出中高等学校

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。
参加対象：基礎水泳指導員を目指す者で検定試験当日18歳以上の者（60
名）

第２回
基礎水泳指導員
養成講習会

2019年　1月19日
　  ～　2月 8日

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。
参加対象：基礎水泳指導員を目指す者で検定試験当日18歳以上の者（60
名）

第１回
基礎水泳指導員
検定試験

2018年  7月 8日 日出中高等学校

（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。
基礎水泳指導員養成講習会40時間修了者に対し、午前中プール実技、午
後学科試験、心肺蘇生、面接を行う。
参加対象：新規・再検受験者70名。

第２回
基礎水泳指導員
検定試験

2019年  2月 16日 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。
基礎水泳指導員養成講習会40時間修了者に対し、午前中プール実技、午
後学科試験、心肺蘇生、面接を行う。
参加対象：新規・再検受験者50名。

第１回
公認水泳指導員
研修会

2018年  5月 20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泳の事故防止に寄与し、社会における
指導者としての向上を図る。
参加対象：（公財）日体協公認 水泳指導員
　　　　　            　 水泳上級指導員
　　　　　（公財）日水連公認 基礎水泳指導員
　　　　　資格保有者200名

第２回
公認水泳指導員
研修会

2018年 10月 21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泳の事故防止に寄与し、社会における
指導者としての向上を図る。
参加対象：（公財）日体協公認 水泳指導員
　　　　　　　           水泳上級指導員
　　　　　（公財）日水連公認 基礎水泳指導員
　　　　　資格保有者200名

第３回
公認水泳指導員
研修会

2019年 2月 24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、社会における指
導者としての向上を図る。
参加対象：（公財）日体協公認水泳指導員
　　　　　　            水泳上級指導員
　　　　　（公財）日水連公認 基礎水泳指導員
　　　　　資格保有者200名

本郷中学水泳授業
5月中旬～6月中旬
（6日間）

東京スイミングセンター

本郷中学校委託事業（水泳教室の指導）
中学2年生（男子）約250名×6日間
120名ずつを泳力別に7グループに分け指導。同人数の指導を2回行う。

基礎・水泳指導員登録 随時 都水協事務局

基礎水泳指導員登録管理

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）

水泳の日 2018年 8月　19日 東京辰巳国際水泳場

一般水泳愛好者を対象に普及・振興を図る。

・スイムクリニック
・泳力検定会
・各種イベント

事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

東京都日本泳法競技会 2018年　9月 23日 東京辰巳国際水泳場

１．日本泳法の普及・発展（学生、生徒・学童への文化伝承、来場者へ
の理解促進）
２．生涯スポーツとしての日本泳法愛好者に、日常活動の発表の機会を
提供する。
３．地域スポーツ活動における日常の練習成果を競技会形式により確認
する。
４．全国大会（日本泳法大会）に向けた日本泳法技能を確認する。
５．新規競技の開発（各流派を横断する地域文化活動の施行機会）
参加対象：東京都在住・在勤・在学する日本泳法愛好者。
事業内容
１．団体泳法競技
２．横泳競泳（個人・混合リレー）
３．支重団体競技
４．群泳
５．水書
６．新規開発競技（未定）

日本泳法審判研修会 未定 東京都水泳協会
第1会議室

１．日本泳法競技会の横泳競技における競技運営について、競技役員の
基本的理解を深める。
２．日本水泳連盟の競泳規則に準じて実施する競技会の運営について、
競技役員に基本的理解を図る機会を提供する。
参加対象：当協会の登録団体に所属する日本泳法関係者（事前申し込み
制）

第40回
東京都日本泳法研究会

2018年度中実施予定
（未定）

東京都水泳協会
第1会議室

１．伝統文化としての日本泳法について講演会および実技研修の形式に
より理解を深める。
２．当該テーマについて傾聴すべき経験を有する講師を招聘して実施。
参加対象：日本泳法愛好者（収益事業につき都在住者のみならずオープ
ン参加にて、事前申し込み制）
事業内容
１．テーマ日本水泳連盟主催の全国規模の研究会とは異なり、に骨違法
13流派のうちでローカルな内容でも参加者が聴講したいと思える講義を
選択し、日本泳法に関する理解を深めるきかいとする。
２．講演会形式にて開催予定。
３．講師：未定。

日本泳法体験会
2018年　11月  3日
2019年　 1月（予定）

辰巳国際水泳場

普及体験会

生涯スポーツ委員会

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）

日本水泳連盟
競技者基本登録

2018年 5月20日
東京都水泳協会

事務所

日本水泳連盟団体及び競技者登録の基本登録受付・集計

団体及び競技者
登録受付作業

2018年4月～2019年3月
基本毎週火曜日・木曜
日（祝日除く）
基本登録日前の4月24
日から5月20日までの
平日は毎日（概算108
日）

東京都水泳協会
事務所

日本水泳連盟団体・競技者登録の登録集計作業及びIDカードの発送。

事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

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 2018年5月30日 東京都水泳協会

委員会会計の監査

情報システム委員会

財務委員会
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事業名 期日 会場 内容（目的・趣旨・概要）

委員会名簿管理 通年
東京都水泳協会

事務所

役員・委員の情報管理

事業実施報告書作成 2018年 4月  東京都水泳協会事務所

2017年度各事業報告とりまとめ

納会 2018年 11月 26日
ハイアット

リージェンシー東京

企画・運営

事業計画書・予算書
作成

2018年 12月
東京都水泳協会

事務所

各委員会の事業計画・予算資料取りまとめ及び冊子作成。

水泳手帳の作成
2019年
 １月下旬～3月初旬

東京都水泳協会
事務所

水泳手帳の作成・配布及び販売。

プールの公認
（事務局）

通年
東京都水泳協会

事務所

プールの新規公認および更新手続き。

資産台帳の作成と
備品類の管理
（事務局）

通年
東京都水泳協会

事務所

備品発注と管理

傷害保険の契約管理
（事務局）

通年
東京都水泳協会

事務所

契約・管理および保険請求業務（事故報告）

会議日程の管理
（事務局）

通年
東京都水泳協会

事務所

常務理事会・委員長会議・理事会・評議員会管理

総務委員会
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