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④各クラス報告
（上期振り返り・下期方向性）
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【髙城C】育成クラス

幼児育成⇒育成
年齢と泳力、チーム全体の活性化を目指す

■選手育成のメンバーの増加
⇒競争の意思の芽生え
■泳力検定会に参加し資格の取得
⇒チャレンジを行い、個のレベルアップ
■合同練習会の参加
■BC級大会の出場(10月までに全員出場)

■リレー種目出場
⇒上の選手から新たな刺激をもらい、チーム全体として活性化
⇒経験を積むことで、選手Cに繋げる
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【髙城C】育成クラス

合同練習会
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【髙城C】育成クラス

BC級大会
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【髙城C】育成クラス

下期の取り組み

①選手Cに繋がる基礎的な泳力・体力づくり
⇒キック中心とし、フォームづくりを行う。

②BC級大会への出場
⇒経験値をあげる
⇒資格級の取得にチャレンジする

③メンバーの増員
⇒新しいメンバーを入れ、チームとして刺激しあう環境づくり
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【鈴木C】選手Cクラス

□現時点での成果(クラス概要とのギャップ)

【目的との比較】
基本的な水泳技術に磨きをかけ、選手Bクラスへ繋がるお子様を育成することを目的とする。
⇒基本的な泳法メカニズムの理解が浅く、非効率な泳ぎをしているお子様が多い
⇒前回大会にてBクラスへの資格達成者輩出

【目標との比較】
都道府県競技会レベル(公認大会)への出場・入賞を目指す。
⇒相違なし

◎下期の取り組み(ギャップを埋める取り組み)

①泳法の理解を深める⇒効率・能率の良い泳ぎづくり
②身体の使い方の理解を深める⇒高学年・中学生に向けた準備
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【阿部C】選手Bクラス

【上期振り返り・下期方向性】

～下期クラス目標～

『応援される選手になろう』
競泳を通してスポーツマンシップを学び礼儀・マナーを身につける。
競技で必要なストローク技術・スピード・持久力・スピード持久力・

スタート・ターンのレベル向上。

選手Aクラスへつながる選手・大会での入賞選手育成
上期はAA級出場者・通信ランキング入りが微々たるもの。

練習量・質⇒体力向上、定期的な測定を行い子ども達の自信をつける。
目標に対しての道筋の明確化、意識付け。



8

【阿部C】選手Bクラス

【上期振り返り・下期方向性】

～下期クラス目標～

『応援される選手になろう』
競泳を通してスポーツマンシップを学び礼儀・マナーを身につける。
競技で必要なストローク技術・スピード・持久力・スピード持久力・

スタート・ターンのレベル向上。

選手Aクラスへつながる選手・大会での入賞選手育成
上期はAA級出場者・通信ランキング入りが微々たるもの。

練習量・質⇒体力向上、定期的な測定を行い子ども達の自信をつける。
目標に対しての道筋の明確化、意識付け。
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【諸川】選手Aクラス

【上期振り返り・下期方向性】

～下期クラス目標～

『狙った舞台で狙った結果を出せる選手』
①PDCAサイクル（成長計画・実行（トレーニング・レース）・自己分析・修正・調整）

②自己マネジメント（主体的に取り組む）
③チームの強みを生かす工夫

～行動目標～

『自己コントロール』

①振返りシート・目標シート・月間目標シートの活用
②上記シートを活用した選手⇔コーチ、選手同士のミーティング

③PDCAサイクルを出来るだけ回し、変化⇒成長へ
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⑤連絡事項



■競技会予定（ルネサンスから出場する指定大会）
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・年間出場競技会数（社内規定） 選手12大会以内 育成4大会以内

・公認大会への出場は、ルネサンス指定のユニフォーム、水着、キャップが必要です。

・トラブルがあった際は、大会本部でなく、まず引率コーチ・担当コーチへご相談ください。（忘れ物、失格理由の確認等）

・3月まではG21のサブプール開催・無観客試合が決定しております。（4月以降も継続となる可能性あり）

①ルネサンスより出場する競技会（宮城県）

会場 選手A 選手B 選手C 育成

G21 ○ ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○ ○

G21 ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○ ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○ ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○ ○ ○

G21 ○ ○

G21 ○ ○

G21 ○ ○

5月14日～15日 宮城県長水路選手権

7月2日～3日 ジュニアオリンピック夏季宮城県予選大会

10月23日 JSCA南東北大会

12月11日 宮城県BC級スプリント

日程 競技会名

宮城県ジュニアBC級大会

7月10日 宮城県ジュニアAA級夏季水泳大会

7月30日 国民体育大会宮城県予選

7月31日 宮城県民大会　兼　宮城県学童大会

5月28日～29日 宮城県ジュニアA級夏季水泳大会

6月19日 宮城県ジュニアBC級夏季水泳大会

2月25日～26日 宮城県短水路選手権

3月19日 宮城県ジュニアBC級大会

1月14日～15日 宮城県ジュニアA級春季水泳大会

2月4日～5日 ジュニアオリンピック春季宮城県予選大会

2月12日 宮城県ジュニアAA級春季水泳大会

10月9日



■競技会予定（その他競技会）
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②ルネサンスより出場する競技会（県外）

神奈川・東京辰巳国際水泳場

東京・東京辰巳国際水泳場

東京・東京辰巳国際水泳場

千葉・千葉国際水泳場

東京・東京辰巳国際水泳場

東京・東京辰巳国際水泳場

会場

4月28日～5月1日 日本選手権

日程 競技会名

10月22日～23日

12月3日

3月27日～30日

全国ジュニアオリンピック夏季水泳競技大会

日本選手権(短水路)

ルネサンスクラブ対抗水泳競技大会

12月1日～4日 ジャパンオープン2022（50m）

全国ジュニアオリンピック春季水泳競技大会

8月22日～26日

③中学校・高校・県より出場する競技会（宮城県・県外）

8月5日～7日 東北中学総合体育大会 岩手・盛岡総合プール

秋田・秋田県立プール

高知・くろしおアリーナ

G21

G21

栃木・日環アリーナ栃木

G21

会場

G21

G21

岩手・盛岡総合プール

G21

東北高等学校選手権水泳競技大会

日本高等学校選手権水泳競技大会

6月22日～23日 仙台市中学総合体育大会

宮城県高校総総合体育大会

宮城県中学総合体育大会

宮城県中学校新人水泳競技大会

6月24日～26日

7月22日～24日

9月11日

日程 競技会名

全国中学総合体育大会

国民体育大会

9月1日～3日 宮城県高等学校新人水泳競技大会

10月14日～15日 東北高等学校新人水泳競技大会

7月19日～21日

8月15日～18日

8月17日～19日

9月17日～19日
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◆競技会案内

既にご案内済み。（締切日が11月5日⇒11月7日に変更） ⇒ 締切済み

◆交通・宿泊案内

①前日練習

⇒時間は18:30～20:00予定（追加要項で発信いたします） ⇒ 19:00～20:00

対象はルネサンスで宿泊を申込した選手

③交通に関して

行き 2日(金)15:32仙台発 ⇒ 18:00新習志野着 ⇒ ホテルチェックイン ⇒ 前日練習

帰り 新習志野18:33発 ⇒ 東京20:16発（変更いたします） ⇒ 仙台21:47着

※夕食やお土産を購入する時間を踏まえ、帰りの新幹線の時間が変更となります。

※お申込いただいた方はこちらで一括で上記時間へ変更いたします。

④宿泊に関して

⇒全国旅行支援の適用対象です。ただし適用するかどうかは各ご家庭の判断となります。

⑤現地集合・解散でも問題ありません。

◆ルネサンスクラブ対抗
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■合宿の目的
・競泳競技に集中し、より強度の高いトレーニングを行う

・競技者として必要なトレーニング、食事、休養の提案

・クラブと異なる指導者、異なる選手で行うことで刺激を得る

・集団生活を行うことで、協調性を養い、人格形成を行う

・遠征することで移動、慣れない環境を経験する

■今年度の方針
・合宿は心身ともに成長する重要な機会でしたが、近年の状況において、中止となっておりました。今年度は競

技会の実施状況を踏まえて、ルネサンスとしては合宿を実施します。冬季エリア合宿、ルネサンス強化合宿、春季

JO合宿を予定しております。ただしコロナの状況と地震による施設の閉鎖等の影響があり、場合によっては実施

できない場合もございます。

■合宿に関するご案内

14
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◆東北エリア合宿

日程 ： 12月26日(月)～29日(木)

対象 ： 南光台・長町南・福島・いわき

小学3年生以上の選手コース・育成コースに在籍者

会場 ： 楢葉スカイアリーナ（プール）/Jヴィレッジ（宿泊）

交通 ： ルネサンス長町南集合・解散でバス移動

料金 ： 60,000円

告知 ： 11月下旬予定

基本的には全員参加に向けて調整いただきますようお願いいたします。

※ルネサンス強化合宿・春季JO合宿のご案内は対象者に別途配布いたします。

◆冬季エリア合宿（予定）

15
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各競技の日本代表も迎え入れる施設、このレベル設備や新しさは他にございません。競技に集
中し、有意義な合宿を運営する上で申し分のない施設でした。

【追加】◆合宿施設下見報告

Jヴィレッジ 宿泊部屋（4人）

凄くきれいで広い部屋、シングルベッドが4つとなりま
す。ベッド間の距離も十分です。

Jヴィレッジ 食堂

100名程度入れる広さ、天然芝のピッチを見渡しながら爽
快な食事がとれます。食事内容はプロの選手と同じ、栄養バ
ランスも味も良いです。

16
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↑Jヴィレッジ 温浴施設

大浴場の景色も抜群！疲れが取れること間違いなし？

→ならはスカイアリーナ プール

6レーン使用し練習します。併設のアリーナで陸上トレーングも実施予定です。

【追加】◆合宿施設下見報告

17



宮城県の活動も競技レベル向上と経験を積むためにも、対象となった選手、基本的には参加いたし
ます。

①県合宿（冬季）
対象 資格級（学年） にて長水路9級、短水路10級以上の小中学生
費用 1泊5,000円

②ジュニア練習会
対象 資格級（学年）にて、小4～中2の短水路8級以上、中3の長水路9級、短水路10級以上
会場 JSS南光台/仙台SS清水沼

・スケジュールは対象者に別途ご案内しております。
・当日は健康チェック表と参加費を県の担当者へ直接持参してください。
・欠席する場合は前日までに担当コーチへご連絡ください。

■宮城県の強化活動

18



期間 ： 2022年10月度～2023年2月度

対象 ： 札幌平岸・函館・長町南・南光台・福島・いわき・長岡

幼児～小学6年生

表彰 ： 【毎月】①各学年上位8位

②クラブ順位

【通期】①各学年優秀選手賞

②各学年優秀コーチ賞

③クラブ順位

結果 ： 翌月末予定

◆ルネサンス北日本通信記録会
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小学1年 小学2年

順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ 順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ

1 5 仙台長町南 川村 詩織 女 01:52.18 髙城・諸川 1 18 仙台南光台 松村咲和 女 01:41.26 栗田・山崎

2 47 仙台長町南 水戸 成亮 男 02:13.86 髙城・諸川 2 62 仙台長町南 内構 心咲 女 01:53.32 髙城・諸川

3 53 仙台長町南 髙橋 翠 女 02:15.28 髙城・諸川 3 75 函館 中野 翔音 男 01:56.90 鵜飼

4 72 函館 工藤 汐里 女 02:23.61 鵜飼 4 92 いわき 脇川 ひまり 女 02:02.95 政井

5 105 長岡 高野 優馬 男 02:45.49 石田・丸山 5 110 函館 島原 幸秀 男 02:05.56 鵜飼

6 109 仙台長町南 長谷川 美緒 女 02:48.89 髙城・諸川 6 117 仙台長町南 三浦 優太 男 02:07.42 髙城・諸川

7 119 函館 木村 優希美 女 02:57.78 鵜飼 7 121 いわき 長沢 陽生 男 02:08.39 政井

8 120 函館 野村 奏人 男 03:09.17 鵜飼 8 125 函館 松田 龍之輔 男 02:10.54 鵜飼

小学3年 小学4年

順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ 順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ

1 25 仙台長町南 中村 元哉 男 01:33.82 髙城・阿部 1 10 仙台長町南 今野 光渚 女 02:52.95 阿部・諸川

2 27 仙台南光台 物江梨穂 女 01:34.22 栗田・山崎 2 31 仙台長町南 髙橋 凛 女 03:01.56 髙城・阿部

3 30 札幌平岸 槙納 瑠那 女 01:34.89 小川 3 36 仙台長町南 髙橋 陽仁 男 03:03.18 髙城・阿部

4 34 函館 工藤 心晴 女 01:35.49 沼倉・酒井 4 43 仙台長町南 奥田 結那 女 03:05.16 髙城・阿部

5 37 仙台長町南 米田 瑛吉 男 01:35.78 髙城・阿部 5 52 長岡 倉品 颯良 男 03:07.96 小野

6 41 仙台長町南 島田 鮎里 女 01:36.62 髙城・阿部 6 71 仙台長町南 原辺 佳歩 女 03:10.82 髙城・阿部

7 79 長岡 大越 智翔 男 01:42.27 石田・丸山 7 81 いわき 内藤 愛美 女 03:13.47 政井

8 93 函館 玉山 慶 男 01:43.55 沼倉・酒井 8 84 長岡 片桐 希 女 03:14.39 小野

小学5年 小学6年

順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ 順位 全社 クラブ 氏名 性別 記録 担当コーチ

1 60 長岡 小林 優真 男 02:53.21 小野 1 48 仙台長町南 鈴木 ゆり 女 02:43.66 阿部・諸川

2 66 いわき 恩田 大睦 男 02:55.05 政井 2 82 函館 田中 晴貴 男 02:48.30 酒井・鵜飼

3 68 仙台南光台 中川修一 男 02:55.32 高橋 3 86 仙台長町南 伊藤 みな美 女 02:48.57 阿部・諸川

4 74 長岡 松本 開 男 02:56.90 小野 4 92 函館 福岡 良之助 男 02:50.12 酒井・鵜飼

5 80 仙台南光台 森 結衣 女 02:58.51 高橋 5 97 長岡 白井 心乃 女 02:51.15 大関

6 87 函館 山本 沙來 女 03:00.17 酒井・鵜飼 6 102 福島 岡部 理央 男 02:51.95 尾形

7 90 仙台長町南 石橋 真那斗 男 03:00.52 髙城・阿部 7 114 仙台南光台 松田羽音 女 02:53.70 高橋

8 93 仙台南光台 片桐彰太 男 03:01.03 高橋 8 130 長岡 池田 悠希 女 02:56.90 大関

【参考】9月通信記録会エリア集計結果



①選手・育成合同開催
選手コースは変更ございませんが、育成クラスも土曜日朝の選手コースの練習時間に実施します。

②日程
毎月第３土曜日に実施します。競技会等が重なる場合は前後の週に変更となる場合がございます。

③保護者観覧・撮影
土曜日朝の通信記録会のみ、観覧と撮影を可とします。

④時間
6：50～選手入場
7：05～陸上トレーニング
7：30～水中ウォーミングアップ開始
8：10～レース水着へ着替え
8：15～保護者入場
8：30～通信記録会開始
9：00～2種目目測定（状況により変更の可能性あり）
9：30～終了

【追加】今後の通信記録会に関して
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チームワークを高める、試合会場でのサポートを目的にオリジナルグッズ（Tシャツ・メッ
シュキャップ）を作成いたします。販売の準備が整いましたら、お知らせいたします。（デ
ザインはイメージです。）着用のルールも販売後お知らせいたします。

申込：12月予定

納品：2月予定

22

◆オリジナルグッズ作成・販売
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⑥質疑応答



①クラブで測定した記録で公認大会に申し込めますか？また合宿や練習会は？

⇒クラブで測定（未公認記録）で対応できるもの

・宮城県の参加資格が資格級6級の競技会

・育成⇒選手Cへのクラスの移行基準

その他（合宿、県の練習会、他の公認大会）は公認大会の記録が有効となります。

②合同練習会などのスケジュールを早めに知りたい

⇒一先ず3月までの現時点のスケジュールと準備しているものを反映した仮スケジュール

を配信いたします。変更があれば都度ご連絡いたします。

③撮影が出来るようにして欲しい

⇒11月度より通信記録会での撮影を可といたします。ぜひ撮影し、お子様が確認できる

ようにしてあげてください。

【追加】■事前にご連絡いただいたもの
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⑦最後に



2022年上期は体制やシステムの変更など大きな変化のあった半年でした。保護者の皆
様にはご負担おかけいたしましたが、柔軟なご対応と協力的なご支援をいただけたことに
厚く御礼申し上げます。お陰様で大きな事故なく活動できたことはもちろん、この夏もたく
さんの笑顔に出会うことができました。

皆様にとって「ルネサンス長町南」ってどんなチームでしょうか。「100点満点のチー
ム！！」・・・とはまだ言えませんね・・・。ただ選手もコーチも「情熱」があり、お互いを「尊
重」し、ともに「成長」しようという意識の高さを感じます。今は「100点満点」とは言えなく
とも、可能性を秘めた凄く魅力あるチームに感じております。

選手活動の「価値」は競技力向上だけではありません。感染症が絶えず猛威を振るう中
ではありますが、選手の未来を考えると立ち止まるだけが全てではないと感じております。
この状況下で何が必要か考え、成長するための工夫を惜しまず、どん欲にチャレンジして
いきたいと思います。選手1人1人の「目標達成」「成長」「笑顔」という花が咲き乱れ、ルネ
サンス長町南が「百花繚乱」となるよう指導者一同努めてまいります。保護者の皆様も下
期も変わらぬサポートをよろしくお願いいたします。

スイミングチーフ 諸川 佳祐

【追加】責任者より
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