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初代王者をををを目指して！！！！

素雄

後援会としては、会場で応援いただける
方のサポートなど、万全の体制で臨んで
まいります。選手達が存分に実力を発揮
できるよう、昨年に引き続き、温かいご
支援、ご声援を宜しくお願い申し上げま
す。

今年は３名の新人選手を迎え、より一
層の戦力アップが図られました。見事勝
利を成し遂げ、応援いただいた皆様と喜
びを分かち合いたいと思います。

は他を凌駕し、初代王者となるべく、日
々厳しい練習に打ち込んでいます。

ＪＦＥ京浜水泳部後援会 会長 石毛 俊朗
皆さん、ご安全に！ 日頃よりＪＦ
Ｅ京浜水泳部にご理解とご支援をい
ただき誠に有難うございます。
昨年８月に開催された日本実業団と
しては最後となる大会におきまして、
ＪＦＥ京浜水泳部は、一般男子が健闘
したものの僅かに及ばず、２年連続の
準優勝となりました。一方、年齢別は
過去最高得点で大会三連覇を果たし
、最後となる大会で有終の美を飾り
ました。
全日本実業団は今年から、社会人選
手権水泳競技大会として新たに開催
されます。年齢による区分が無くなっ
た今大会では、従来以上の厳しい戦い
が想定されますが、ＪＦＥ京浜水泳部

会長 山鹿

コミに採り上げられる機会が増える
と思います。新しい力としての女子
選手も含め、応援を宜しくお願いい
たします。
ところで、神奈川県実業団水泳連
盟は独立し、神奈川県単独で競技会
を実施することを決めました。従来
通り年齢別の競技もあり、本年も銀
河アリーナ （相模原市）で開催され
ます。是非沢山の皆様に応援にお出
でいただければと思います。

銀河アリーナへ応援にににに行行行行こう
水友会

既報の通り、日本実業団水泳競技
大会は、今年から、社会人選手権水
泳競技大会として再編されました。
これに伴い、若い頃から水泳を愛し、
頑張り、現役選手を辞めてからも泳
ぎ続けてきた「年齢別」の部門が無
くなりました。年齢別で泳ぎ続けて
来られた選手の皆様方に敬意を表す
ると共に、後輩達の指導に力を入れ
て頂きたいと思います。また職場の
皆様方には、今までの応援、ご支援
に感謝いたします。
本年９月に新潟県で行われる社会
人選手権は、レベルが高いためマス

①生年月日 ②出身地 ③出身校 ④所属

【選手】
選手】

「「「「いざ、、、、
初代チャンピオンチームへ」」」」

ＪＦＥ京浜水泳部
主将 金谷 優気

昨年に引き続き主将を務めてお
ります金谷です。
今年は日本実業団から社会人選
手権と名前を改め、新潟の地で社会
人選手権初Ｖを懸けた戦いとなりま
す。
今年もオリンピアンや、日本代表
選手の出場によってハイレベルなレー
スが予想されます。しかし、強力な
新人３名を新たに仲間に加え、初代
チャンピオンチームとなるべく日々
の練習に取り組んでおります。
最後に、後援会の皆様、水泳部関
係者の皆様のご支援・ご声援があっ
てからこその事だと思っております。
この場をお借りして、改めて厚くお
礼申し上げます。結果で恩返しでき
るよう、全力で頑張っていきますの
で引き続き応援宜しくお願い致し
ます。

【選手】
選手】

①生年月日 ②出身地 ③出身校 ④所属

ｋ

「「「「第第第第一一一一回社会人選手権水泳競技大会
初代総合優勝をををを目指して」」」」

ＪＦＥ京浜水泳部
監督 小倉 智也

ご安全に。水泳部監督の小倉です。
後援会の皆様、水泳部が在籍しております関
係会社の方々からのご支援に心から感謝申し
上げます。
年間の長い歴史を重ねてきた、日本実業団
水泳選手権大会が、今年から、社会人選手権水
泳競技大会として開催されます。
チャンピオンシップ大会を視野に新たにオリン
ピック種目と同等の競技種目を取り入れ日本
代表選手が多数参加するチーム対抗戦です。
ライバルは自衛隊、ミキハウス、富士通が主と
なりますが、今年は３名の新人が加わり 内(１
名は女子選手 、９
) 月１日、２日に新潟県長岡市
で開催されるこの大会の初代総合優勝チームに
なることを目指して厳しい練習に励んでいます。
ＪＦＥ京浜水泳部のチーム力で総合優勝を勝
ち取れるように頑張りますので引き続き皆様
の応援をよろしくお願い致します。
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2018年度 水泳部・後援会活動について
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ポスター掲示
社会人選手権・応援サポート
会報（第1
会報（第1号） 会報（第2
会報（第2号）

会報（第3
会報（第3号） 会報（第4
会報（第4号）
（後援会総会）

★7/22（日）
7/22（日）
神奈川県実業団大会 [相模原
相模原]
相模原

★4/3（火）～
4/3（火）～8
（火）～8（日）
日本選手権[
日本選手権[辰巳]
辰巳]

月28日
日(土
土)
★5/24（木）～
5/24（木）～27
（木）～27（日）
27（日） ★7月
後援会家族水泳教室
ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ[
ｼﾞｬﾊﾟﾝｵｰﾌﾟﾝ[辰巳]
辰巳]
春季強化合宿（3
春季強化合宿（3月、GW
月、GW）
GW）

（水泳部納会）

★9/1（土）～
（土）～2（日）
（土）～ （日）
社会人選手権大会 [長岡
長岡]
長岡

夏季強化合宿（7
夏季強化合宿（7月、８月）

○ 活動拠点・活動日
[ 活動場所]
活動場所 川崎区南渡田町１‐
川崎区南渡田町１‐１
ＪＦＥ京浜プール（５０ ｍ ｘ ６コース 屋内）
[ 活動日 ]

(月)～(金） 18時
18時 ～ 21時
21時
(土） 9時 ～ 12時
12時
ＪＦＥ京
浜ビル

○ 後援会体制
会 長
副会長
事務局長
会 計
会計監査
相談役

石毛
守田
安藤
山口
遠藤
山鹿

俊朗
義之
薫
学功
真裕
素雄

[ ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所（京浜地区）所長 ]
[ 京浜協力会 会長 ]
[ ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所 労働人事部 外注室 ]
[ ＪＦＥプラントエンジ㈱ ]
[ ＪＦＥスチール㈱ 東日本製鉄所 労働人事部（体文連事務局） ]
[ 水友会 会長 ]

第６９回 神奈川県実業団水泳競技大会 応援募集
団体戦競技の最初のヤマ場、神奈川県実業団大会が以下のとおり、行なわれます。

日 時： ７月２２日（日） 10:00-15:00※
※
※ 当日の競技スケジュールは、決まり次第、
応援申込を頂いた方に送付いたします。
（ご都合の良いお時間に お越しください。）

会 場： 相模原 銀河アリーナ[淵野辺公園内
淵野辺公園内]
淵野辺公園内
神奈川県相模原市弥栄3-1-6
神奈川県相模原市弥栄
[外観
外観]
外観

[内部
内部]
内部

交通
①自家用車 駐車場あり。
公園駐車場、銀河アリーナ近くの臨時駐車場に停めてください（係員の誘導あり）。
②公共交通機関
・ ＪＲ横浜線淵野辺駅南口からバス、「
ＪＲ横浜線淵野辺駅南口からバス、「淵野辺公園」下車
、「淵野辺公園」下車
神奈川中央交通 [淵３６・３７
淵３６・３７]
淵３６・３７ 淵野辺駅南口循環 所要11分
所要 分
・小田急線相模大野駅北口からバス、「淵野辺公園」下車
神奈川中央交通 [相０５
相０５]
相０５ 相模原駅南口行き 所要19分
所要 分

応援募集
後援会員の皆様、ぜひ会場にて ご声援下さいますよう、ご案内いたします！（入場無料
ご声援下さいますよう、ご案内いたします！（入場無料）
入場無料）
応援にお越しの2018年度
年度JFE京浜水泳部後援会員の皆様に、後援会より
京浜水泳部後援会員の皆様に、後援会より軽食の提供
応援にお越しの
年度
京浜水泳部後援会員の皆様に、後援会より軽食の提供、
軽食の提供、
応援グッズ配布等を行います。
応援グッズ配布等を行います。
場所確保や軽食・グッズ準備の必要上、お越し下さる方は、事務局宛に
場所確保や軽食・グッズ準備の必要上、お越し下さる方は、事務局宛に メールまたは電話に
てお申し込みください。
てお申し込みください。
担当： 岩垣 ℡ 044-322-1223（内線
（内線6891）
） Mail：
： c-iwagaki@jfe-steel.co.jp
（内線
期日： 7月
月13日（金）
日（金）
※ ご家族同伴も歓迎です！ ⇒ ご家族合せた人数をお知らせください。
※ 応援にお申し込み頂いた方には、別途、詳細をご案内致します。

