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⑧連絡事項・質疑応答

この度はお忙しい中、ご参加を頂き誠にありがとうございます。

今後の選手育成・育成コースの展開について保護者の皆様にご理解頂き

お子様の泳力向上に練習を進めさせて頂きたいと考えております。

■内容
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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



■スタッフ紹介・ご挨拶
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選手育成Ａクラス

育成Bクラス

髙頭 謙一

選手育成Ｂクラス

育成Aクラス

増山 あゆな

育成Bクラス

森谷 柾策
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③競泳クラブ方針
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【強化方針】

『選手自身の人間形成と

長期的、最大限の競技力向上に努めます』

【行動方針】

『応援される選手になろう』

競技力向上を目指すにあたり、人間的な成長は避けられません。

また学生スイマーである以上、学業は優先事項であり、文武両道を目指します。

■ルネサンス方針（全クラブ）
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■北砂クラブ方針（具体的）

◼第１

人間力＝礼儀、挨拶（返事・言葉使い）その他全般的なマナーを重んじ、謙虚な気持ちを持つ選手

になる事。（コミュニケーション能力）

◼第２

何事も継続する気持ちを持ち続ける事。継続する事により、「やり遂げる自信を持ち忍耐強く、頑張る

精神力が身につき強い人間力が育成される。（忍耐力）

◼第３

お互いに励まし助け合い、チーム意識の向上を高めるとともに良きライバル心を持つ事。（協調性）

◼第４

水泳の技術力の向上、体力の向上、精神力の向上を目指す。（向上心・研究心・自主性）

◼第５

競技意識の向上、チャンピオンスポーツとして競技会での勝負に対する意識づけの向上。

（勝負心）
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保護者様からのご協力
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スポーツ選手において、自己の能力を

発揮するためにはメンタル面「心」と

フィジカル面「技・体」の融合が絶対

不可欠なものとなります。

目的としては、選手がフィジカル面

（練習等）において、より高いレベル

で出来る事、緊張する競技会で最高の

パフォーマンスが発揮できるよう自己

をコントロールしていく事です。

メンタル フィジカルパフォーマンス

・日常生活の中で時間的なメリハリをつけた

行動を心がける

・スポーツイベント観戦も良い

■指導方針（第1～第3の共有）
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アスリートにとっての食事の意味

１．トレーニングの身体づくり

２．競技会で能力を発揮するため

３．怪我の予防のため



基本は「栄養フルコース型」

栄養の基礎（アスリートにとっても食事の意味）

●食事のとり方

保護者様へのご協力

主食・主菜（おかず）・副菜（野菜）・副食（果物）・乳製品の５つがそろった

「フルコース型」を毎食用意していただく事が望ましい

５大栄養素がまんべんなく摂取できる。

肥満体型は、競泳選手としては、よくありません。
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④2021年度選手概要



14

育成クラス
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②育成クラスB

クラス 育成Bクラス

目的 楽しく４泳法を習得し、100ｍ個人メドレー完泳
育成A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 地域競技会レベルの出場/公認大会出場

対象年齢 5歳～10歳

対象者 4B級以上在籍のコーチ推薦

クラス編成・基準 20名を目安

編成期日 年2回（春 4月 秋10月） 予定

練習曜日・時間 月・水・金曜日 3回 18:00～19：00 （60分）
※スクールスケジュールに準ずる スクール休み特別練習会

振替日 無し

加入登録 スポーツ安全保険加入（必須）

指定用品 ジャージ上下/ハーフパンツ/Tシャツ/水着/キャップ
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②育成クラスA

クラス 育成Aクラス

目的 基本的な水泳技術を身につけ、選手育成クラスへ繋がる事を育
成する。人間形成・向上を目的とする。

目標 地域競技会レベルの出場/公認大会出場

対象年齢 7歳～12歳

対象者 育成Bクラス在籍、育成コーチ推薦およびタイム基準

クラス編成・基準 日本水泳連盟資格級3級以上

編成期日 年2回（春 4月 秋10月） 予定

練習曜日・時間 月・水・金曜日 3回 18:00～19：00 （60分）
※スクールスケジュールに準ずる
土曜日追加練習実施 スクール休み特別練習会

振替日 無し

加入登録 スポーツ安全保険加入（必須）

指定用品 ジャージ上下/ハーフパンツ/Tシャツ/水着/キャップ



17

②育成クラス

クラス 育成クラス

指導方針（考え方） 礼儀（マナー）・挨拶・ルールを身につける
自主性・協調性を身につける
何事にも意欲を持ち行動できるように心がける
競泳を中心としたライフスタイルを確立させる
練習内容・練習方法を理解できるようにする
選手レベルに合わせた運動強度が出来るようにする
日常生活の行動や食生活の基本的な考え方を理解させる
競技会ルールを理解/競争心を養う
チーム力向上をはかる

練習のポイント ４泳法・個人メドレーの向上/ストローク技術の習得・向上
短い距離でのスピード・持久力の向上
スタート・ターン技術の習得・向上
キック動作の習得及びキック中心とした泳法の習得・向上
抵抗の少ない姿勢の習得・向上
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選手育成クラス
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③選手育成B

クラス 選手育成Bチーム

目的 年齢区分の高いレベルの水泳技術を身につけ、全国都道府県競技会
レベルで活躍する選手を育成する。

目標 全国大会への出場・入賞/ 各都道府県競技会レベルの入賞

対象年齢 7歳～15歳

対象者 育成クラス在籍、育成コーチ推薦選手及びタイム基準

クラス編成・基準 日本水泳連盟資格基準7級以上突破選手
＊原則公認記録会での突破

編成期日 年2回（春4月/秋10月）予定

練習曜日・時間 月～日曜日(5回)※火・木休み 練習時間1時間30分

振替日 無し

加入登録 スポーツ安全保険加入（必須）・日本水泳連盟競技者登録

指定用品 ジャージ上下/ハーフパンツ/Tシャツ/水着/キャップ

準備用品 プルブイ（ビート板）/パドル/シュノーケル
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③選手育成A

クラス 選手育成Aチーム

目的 年齢区分の高いレベルの水泳技術を身につけ、全国都道府県競技会
レベルで活躍する選手を育成する。

目標 全国大会への出場・入賞/ 各都道府県競技会レベルの入賞

対象年齢 11歳～18歳

対象者 選手育成Bチーム在籍、コーチ推薦

クラス編成・基準 日本水泳連盟資格基準8級以上突破選手
＊原則公認記録会での突破

編成期日 年2回（春4月/秋10月）予定

練習曜日・時間 火～日曜日(5回)※月・木休み 練習時間1時間30分

振替日 無し

加入登録 スポーツ安全保険加入（必須）・日本水泳連盟競技者登録

指定用品 ジャージ上下/ハーフパンツ/Tシャツ/水着/キャップ

準備用品 プルブイ（ビート板）/パドル/シュノーケル
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③選手育成

クラス 選手育成チーム

指導方針（考え方） ・選手活動に関わる全てにおいて模範となる行動がとれる
・自主的に選手活動に取り組み、クラブの代表という意識を持たせる
・競泳活動の継続において、心身ともに忍耐強い精神力を身に着ける
・競泳活動と学業の文武両道に取り組むようにする
・競泳への取り組みが非常に高いレベルにする
・練習内容や練習方法などを理解し、自らが実践できるようにする
・日常生活の行動や食生活の基本的な考え方を理解させる
・自らレース分析を実践できるようにする
・自分の目標を明確に出来るようにする
・チーム力向上をはかる

練習のポイント ４泳法・個人メドレー・専門種目の向上
ストローク技術の向上・強化
スピード・持久力・スピード持久力の向上
スタート・ターン技術の向上
身体的向上・連動性の向上
困難に打ち勝つ強い心を育てる
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チーム編成（メンバー）につきましては、在籍基準タイムを基本とし
てメンバー編成を致します。

チームメンバーが決まりましたら、担当コーチよりご連絡致します。

クラスの変わるお子様は直接話をさせていただきます。

また今後対象クラスの泳力に満たないお子様はクラス変更をお願いす
る事もございます。

編成選手メンバーについて
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⑤2021年度年間計画
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競技会について

※ホームページにも掲載
しております。



■大会出場時のお願い

① 公認競技会出場は、参加標準記録を突破した種目が出場できます。（未公認除く）

（エントリーは、コーチと選手相談の上、決めさせていただきます）

② 学校関係以外での公認競技会へは、ルネサンス指定のユニホーム、水着、キャップ

での出場をお願い致します。（水着はＦＩＮ公認水着を着用）

③ 持ち物には必ず名前を記入してください。

④ 競技会での問い合わせは、担当コーチまでご相談ください。

（忘れ物・失格理由確認等、直接保護者からの問い合わせはご遠慮ください）

⑤ 会場への送り迎えの際、路上での駐車はご遠慮ください。（近隣からの苦情）
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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。

■合宿・練習会について

⇒目的をご理解いただき、ご参加お願いいたします。
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選手の経験値



■2021年度合宿予定計画

■合宿関係

合宿名 日程 会場 対象 料金

■新型コロナウイルス感染症の関係で、昨年度は中止となりました。

今年度も現状未定の状態です。

現状では正確にご案内できません。ご了承ください。
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⑥その他費用について
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■ユニホーム

（ルネサンスジャージ上下・Ｔシャツ・短パンバッグ・水着・キャップ・ゴーグル等）

■練習用具

（プルブイ・パドル・シュノーケル・パラシュート・フィン等）

■競技会

（選手登録費・種目エントリー費 ＊地方開催の場合は宿泊費・交通費・食事代等）

■合宿・遠征費用（宿泊費・交通費・補食費）

■スポーツ保険代

＊このような費用が泳力向上に伴い発生致しますのでご協力をお願い致します。



■商品紹介
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■練習用具

プルブイ・2,300円～3,000円前後

パドル・1,000円～3,000円前後

シュノーケル・3,000円～5,000円前後

パラシュート・4,000円～7,000円前後

フィン等・6,000円～10,000円前後
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⑦成果報告



2021年度上期試合結果報告

6月13日 東部公認記録会 ベスト率50.5%

6月20日 BC級記録会 ベスト率78.0%

6月27日 JO予選会 ベスト率30.0%

9月19日 BC級記録会 ベスト率79.7%

2021年夏全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会にて、

北砂クラブから4名の選手が個人種目とリレー種目に出場致しました！

2022年春の全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会に向けて、

個人種目で参加標準記録突破者が増えるよう練習に励んで参ります。

■成果報告
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⑧連絡事項・質疑応答



・コーチだけではなく、フロントスタッフやほかの選手保護者様にも

挨拶をしていくよう指導しております。

・ギャラリーでは、お子様の頑張りを見守ってあげてください

観覧の際はお静かにお願いします。また練習後クラブ前での歓談も

ご遠慮ください。（ご意見を頂いております）

・朝練習については、ご覧いただく事はできません（祝日の朝練含む）

また途中入退場は基本的には出来ません（安全管理上）

ご理解ください。送り迎えのみお願いします。

・育成クラス5特別週間について

動画撮影の不同意の場合、書面での提出が必要となります。フロントにて

お手続きください。

■連絡事項



・他クラブへの移籍に関してはルールがあります。近隣への練習参加

（体験含む）は必ず事前にコーチに申し出てください。他クラブのお子様へ

北砂クラブを紹介する等もご遠慮ください。

・選手育成、泳力向上が目的になりますが、ますはお子様が意欲をもって練習に

休まず参加すること、楽しく練習に来ることを最優先にお考え下さい。

・Myルネサンスアプリのダウンロードをお願いします

ジュニアスクール掲示板に選手予定表・試合申込案内・特別練習会案内等

現在案内している内容を掲示させて頂きます。

今後選手育成の練習予定表の配布は行いません。

競技会・練習会に関しては別途ご案内いたします。

※現在公認大会の追加要項も配布しておりません。

■連絡事項



①本日の保護者会の内容

②日頃疑問に感じてること

③子育てに関する悩み

④水泳競技に関する質問

⑤今後保護者会で取り上げて欲しい内容等

■質疑応答
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本日は、大変お忙しい中、ご出席をいただきありがとうございます

今後共、選手育成にコーチ一同尽力致しますので、

ご理解ご協力の程、よろしくお願い致します。
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