
2016年4月2日（土）

ルネサンス仙台長町南

選手Ａ・Ｂ・Ｃ・幼児育成コース

保護者会後日配信資料

※追加案内は【後日追加】と記載してます
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①保護者会の目的
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■保護者会の目的

選手・育成コースの活動において、選手自身の人間形成と
長期的かつ最大限の競泳パフォーマンス向上に努めます。

そのために必要なことは選手、保護者、コーチの三者の
理解と協力を深めることです。そのため ルネサンスでは、
年２回の保護者会を開催いたします。

本日は保護者会を通じ、日頃の不明点を解消し、
今後の選手活動において保護者とコーチの目指す方向を
一致していきます。

選手

指導者 保護者
様

三者でコミュニケーションが取れている
目指すべき方向が一致している

役割が明確である
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②スタッフ紹介・ご挨拶
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新スタッフ紹介

諸川 佳祐 （モロカワ ケイスケ）
年齢 37歳 出身 茨城県

競技歴
・ジュニアオリンピック 計8回出場
・2002年 インターハイ出場
・2003年～2006年 日本学生選手権出場
・2006年・2007年 国民体育大会出場
・2003年～2011年 日本選手権出場
・ジャパンオープン 最高位 B決勝2位
・2020年 日本社会人選手権出場

ルネサンス歴
・1996年4月～ 水戸クラブ（選手コース在籍）
・2003年4月～ 両国クラブ（選手・アルバイト・社員）
・2012年2月～ 曳舟クラブ
・2012年10月～ 西国分寺クラブ
・2013年10月～ 曳舟クラブ
・2016年9月～ 仙台南光台クラブ
・2022年2月～ 仙台長町南クラブ
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③2021年度 下期報告
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2021年度春季ジュニアオリンピック

高橋康太朗くん CS区分
50m自由形 35位
50mバタフライ 42位
400mメドレーリレー 16位

千葉純大くん 15~16歳
200m個人メドレー 31位

鈴木湊人くん 15~16歳
100mバタフライ 21位

伊藤朝陽くん 13～14歳
100mバタフライ 38位
200mバタフライ 35位

森崎安加里さん 15～16歳
100m背泳ぎ 19位
200m背泳ぎ 21位
200m個人メドレー 26位
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強化・準強化指定選手

国内・世界で通用する選手になれるよう、競技力だけでなく人格形成、人間性の向上を図ることを目的とし、
ルネサンスでは強化･準強化指定選手を認定しております。 ルネサンス会員の皆様へ夢や希望を与え、 ルネサ
ンス所属選手たちの憧れの存在となることを目指しております。今年度長町南クラブでは2名の選手が認定を
受けております。

強化D指定

森崎安加里 選手

準強化指定

伊藤 朝陽 選手
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④2022年度 上期方針
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◆2021年度方向性

①年齢、競技レベルに応じたクラス編成をし、

各選手にとって適正なトレーニングを積める「体制作り」に努めます。

②競技活動をする上で必要な情報の伝達、必要な手続きに関する

「システムの整備」に着手します。

③年齢差、競技レベルなど関係なく、クラスの垣根を越えて交流を深め、

「ルネサンス長町南のチームとしての一体感」を高めていきます。

④南光台クラブと連携・刺激し合い、宮城県内で同社の施設が複数クラブある

優位性を最大限に生かし、「チームルネサンス」として戦っていきます。



■クラス概要の改訂（幼児育成⇒育成）

幼児育成コースは年齢と泳力、
チーム全体の活性化を狙い、
「育成クラス」に移行いたします。

◆改訂内容
赤字の箇所が変更となります。
（対象年齢・月会費・練習スケジュール変更）

◆時期 6月開始 （初回は5月27日（金））

◆変更手続き お電話にて承ります。
期間：5月20日(金)～25日(水)
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育成

担当コーチ 髙城/諸川

目的
基本的な水泳技術を身につけ、
選手Cクラスへ繋がるお子様を
育成することを目的とする

目標
都道府県協議会レベル（公認・未公認）
への出場を目指す

対象者

①ルネサンススクール1B級以上
②在籍クラスのコーチ推薦されたお子様
③ルネサンス南光台競泳クラス方針を
　ご理解いただける方

対象年齢 未就学児～小学4年生

月会費 10,780円

練習回数

週3回
月16:45～17:45
水16:45～17:45
金16:45～17:45



■クラス概要の改訂（選手A・B・C）

◆改訂内容
赤字の箇所を改訂しております。（クラス在籍基準・対象年齢・月会費）
◆改定時期
6月度より適用となります。
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選手C 選手B 選手A

担当コーチ 阿部/髙城 清水/阿部 諸川/清水

目的
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

高いレベルの水泳技術を身につけ、
選手Aクラスへ繋がるお子様を
育成することを目的とする

高いレベルの水泳技術を磨きをかけ、
全国・都道府県競技会レベルで活躍する選手を
育成することを目的とする

目標
都道府県競技会レベル（公認大会）への
出場・入賞を目指す

都道府県競技会レベルでの入賞を目指す
東北・全国大会出場を目指す

全国競技会への出場・入賞、
東北大会入賞を目指す

対象者

①日本水泳連盟資格級5級以上
（8歳以下は9歳の資格級5級以上）
②育成クラスのコーチに推薦されたお子様
③ルネサンス長町南競泳クラス方針を
　ご理解いただける方

①日本水泳連盟資格級7級以上
（10歳以下は11歳の資格級7級以上）
②選手Cクラスのコーチに推薦されたお子様
③ルネサンス長町南競泳クラス方針を
　ご理解いただける方

①日本水泳連盟資格級9級以上
（12歳以下は13歳の9級以上）
（400m以上の種目は8級以上）
②選手Bクラスのコーチに推薦されたお子様
③ルネサンス長町南競泳クラス方針を
　ご理解いただける方

対象年齢 小学3年生～小学6年生 小学5年生～高校生 中学生以上

月会費 11,880円 11,880円 12,980円



■競技会に関して
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①グランディ２１の状況に関して
・3月の地震の影響で、現時点でメインプール・ダイビングプールが休業中

・5月以降の競技会は4月に実施する安全点検の結果次第で変更の可能性あり

⇒【後日追加】

1年間程度メインプールが使用できない見込み。

今後の競技会に関しては基本サブプール・タイムレース決勝の予定。

②今年度の変更点
・県長水路選手権 2月 ⇒ 5月開催

・県短水路選手権 12月 ⇒ 2月開催

・【新設】BC級スプリント 12月開催

・競技会参加費が昨年のジュニア委員会主催競技会に加え、県水連主催競技会も

個人1種目1,500円（+手数料100円）に変更となります。



■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）

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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・東北中学の日程が変更

・インターハイの日程が変更

・夏季JOの参加基準が変更となっております。

・変更が出た場合は、都度ご連絡いたします。

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



■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。2021年度は

全国大会レベルの合宿、エリアでも選抜合宿を実施しました。その経験も踏まえて今年度は小学3年生以上全

選手対象の合宿が実施できるように準備中となります。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
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■2022年度ルネサンス合宿計画

■合宿②（予定）

17

詳細は決まり次第ご連絡いたします。

合宿名 日程 会場 対象 参加費

GW強化・準強化合宿 4月29日～5月4日 新潟・長岡DPF 強化・準強化選手 94,000円（交通費別）

全国中学・インターハイ合宿 8月上旬 未定 全国中学・インターハイ突破者 【昨年】123,000円（交通費別）

夏季JO合宿 8月中旬 未定 夏季JO突破者 【昨年】85,000円（交通費別）

冬季強化・準強化合宿 12月下旬 未定 強化・準強化選手 【昨年】126,000円（交通費別）

エリア合宿（年末） 12月下旬 未定 エリアの選手全員 【昨年】未実施

エリア合宿（年始） 1月上旬 未定 エリアの選手全員 【昨年】66,000円（交通費別）

春季JO合宿 3月下旬 未定 春季JO突破者
【昨年】14歳以下90,000円（交通費別）

　　　    15歳以上106,000円（交通費別）



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。対象選手には都度ご案内いたします

①県合宿（GW/夏季/冬季）
対象 資格級（学年） にて長水路9級、短水路10級以上
費用 1泊4,000円

②国体合宿
対象 2022年度国体県代表選手

③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

■宮城県の強化活動
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⑥連絡事項



選手・育成クラス専用アカウントを作成いたしました。
ご登録お願いします。

◆配信内容
・競技会申込案内
・練習会申込案内
・スケジュール
・競技会結果
・通信記録会結果
・練習データ
・保護者会資料 等

◆注意事項
・個人情報等配信はしませんが、
関係者のみご登録いただく形といたします。

①LINEの登録
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競技会の申込方法が変わります。
紙案内物の廃止 ⇒ WEB申込・フロント入金となります。

①ルネサンスWEBサービスへの初期登録
（Jrスクールの際にご登録いただいている方もいます）

②LINE＠にて競技会情報配信

③選手・育成コース掲示板より競技会案内の確認

④マイページより申込必要な情報の入力
（入力方法は別紙にてご案内）

⑤クラブフロントにてご入金

②競技会の申込に関して
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【現状】
ジュニアのスクール休講に倣い、月末に休みあり。

【今後】
基本的にはジュニアスクールの休講日は関係なし。
（クラス概要のスケジュールがベースとなります）

※臨時で休みとなるケース
①競技会の日の練習
②お盆休み・年末年始・施設点検などの長期休館 等
③その他のケースは予定表ににてお知らせします

【後日追加】③練習スケジュールに関して
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⑥質疑応答



①競技会名、日程が知りたい

⇒確定するのが4月入ってからとなります。毎年、上期保護者会にて共有いたします。

②仮で構わないので、先の練習スケジュールを知りたい（3件）

⇒仮のスケジュールを3か月単位を目安に出すようにようにします。

変更があればその都度ご連絡いたします。

③通信記録会等の情報を配信をして欲しい（3件）

⇒対象者全員が測定後、1週間以内には更新いたします。

④自宅でできるトレーニング、食事などを教えてほしい

⇒トレーニングは練習中にお伝えします。家でトレーニングをしても良いですが、しなければ
ならないとも思いません。勉強、他の習い事、遊びなども必要だと思います。食事もバラン
ス良く、たくさん食べれれば問題ありません。指導が必要な場合は、個別にご相談いたし
ます。

■事前にご連絡いただいたもの
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■事前にご連絡いただいたもの
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⑤動画撮影などで自分の泳ぎや他の選手の泳ぎを見たりすることはできないでしょうか？

⇒今後選手・育成コースでもSSLが導入される可能性があります。それまでは、タイムトラ
イアル等で撮影いただける機会を設けられないか検討します。

⑥短中期的な目標を考えさせ、いつまでに何ができるようになる必要があるかを意識させ
る機会が欲しい。

⇒年齢とレベルに応じて検討いたします。

⑦以前より子供たちがコーチに相談しやすくなったと感じております。

⇒お子様・保護者様とのコミュニケーションが取れることは必要なことですので、今後も良
好な関係性を築けるようにしていきます。



【後日追加】■当日のご質問・要望
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①通信記録会を欠席しなければならない場合、他の日に測定できないか？

⇒他の日に測定できる場合は、個別に調整いたします。

（できない場合もございますのでご注意ください。）

②通信記録会を撮影できると非常にうれしい（多数）

⇒5月の通信記録会より入場時間等を制限し、ご観覧・撮影できるように準備します。

詳細は追ってご連絡いたします。

③選手が課題の認識や必要な取り組みを理解できるように働きかけてほしい。

⇒年齢に応じて、伝え方（表現・数値・タイミングなど）と手法（口頭、ノートのやり取り、目
標シートなど）を工夫し指導していきます。

④机上での勉強会・ミーティングみたいな機会が欲しい。

⇒必要性と世の中の状況を踏まえ検討します。


