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連覇をををを狙狙狙狙ええええ！！！！

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。

今年は男子２名、女子４名の新人選手
を迎えており、より一層の戦力アップが
図られました。そして女子でもリレー種
目に参加することが出来るため、社会人
選手権としては初となる男女Ｗ優勝を目
指し、応援いただいた後援会の皆様と喜
びを分かち合いたいと思います。

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９月に開催された第１回日本社
会人選手権水泳競技大会において、我
らが京浜水泳部は大会全体のレベルが
上がり標準タイムが厳しいものとなる
中で各自がベストを尽くした結果、２
位に大差をつけ見事！初代王者に輝
きました。あの感動は後援会の皆様の
ご記憶にも新しいかと思います。
今年はライバル達のマークも厳しく、
昨年以上にハードな戦いとなることが
予想されますが、選手は連覇に照準
を合わせ日々厳しい練習に打ち込ん
でいます。

会長 山鹿

する事になり、ここで水泳が出来な
くなった事です。これに合せて会場
探しは大変で、費用、地域を含め適
当なところが見つからず、結果、本
年は川崎市立橘高校の野外プールで
行われ、また川崎市民大会と併用開
催となりました。
久しぶりの屋外プール対策、応援
者、選手控室の確保等問題はありま
すが、熱戦が期待され楽しみです。

連覇にににに向向向向けけけけ応援しましょう
水友会

昨年の第一回日本社会人選手権は、
監督の 点でも多く取ろうという作
戦、それに応えた選手の頑張り、そ
して皆様方の応援の力によって圧倒
的な強さで優勝できました。厚く御
礼申し上げます。
本年は、各チームとも昨年の実績
から作戦を考え挑戦して来るでしょ
う。今回は富士市で行われますので、
連覇を願って応援に行きませんか。
一方、神奈川県実業団水泳競技大
会は大きく変化します。それは今ま
で大会会場だった「銀河アリーナ」
が、夏もスケートリンクとして稼働
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【選手】
選手】

「「「「男女総合優勝をををを達成へへへへ」」」」

ＪＦＥ京浜水泳部
主将 小嶋 辰哉

今年度、主将を務めさせていた
だきます小嶋です。
さて、今年は 月 日・ 日に
静岡県富士市にて「第二回社会人
選手権」が開催されます。前年度
総合優勝を達成した男子の目標は
もちろん連覇となりますが、今年
は女子部員も増えたことにより、
女子総合優勝も見えてきました。
オリンピック前年ということもあ
り厳しい闘いが予想されますが、
チーム一丸となって社会人選手権
初の男女総合優勝を達成したいと
思います。
日頃より後援会の皆様、水泳部
関係者の皆様からたくさんのご支
援、ご声援をいただいております。
このチームを応援して良かったと
思って頂けるように今年も精一杯
頑張ります。引き続き応援の程、
宜しくお願いします。
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【選手】
選手】

①生年月日 ②出身地 ③出身校 ④所属

ｋ

【選手】
選手】

①生年月日 ②出身地 ③出身校 ④所属

ｋ

「「「「第第第第二二二二回社会人選手権水泳競技大会
男子連覇とととと女子初優勝！！！！」」」」

ＪＦＥ京浜水泳部
監督 小倉 智也

ご安全に。ＪＦＥ京浜水泳部・監督の小倉
です。
水泳部後援会の皆様の応援に心から感謝申
し上げます。
今年は 月 日・ 日静岡県富士市で「第
二回日本社会人水泳選手権」が開催されます。
昨年から新開催された「日本社会人水泳選手
権」では、皆様の応援のお陰で、目標の男子
初代王者を勝ち取ることが出来ました。
今年の最大目標は「第二回日本社会人水泳
選手権」の男子連覇と女子初優勝です。
新人は男子 名、女子 名が加わりチーム力
は更に強化しています。
今シーズンも最高の結果をお届けできるよ
うに頑張ります。
引き続き応援をよろしくお願い致します。
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2019年度 水泳部・後援会活動について
○ スケジュール

6月
月

7月
月

8月
月

9月
月

10月
月

11月
月

12月
月

都社会人対抗・応援サポート

後援
会
活動

社会人選手権・応援サポート
ポスター掲示
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）

（水泳部納会）

7/28（日）
神奈川県実業団大会 [橘高校]

水泳
部
活動

会報（第5
会報（第5号）
（後援会総会）

★8/10(土
8/10(土)～11(日
11(日)
東京都社会人チーム対抗 [辰巳国際
辰巳国際]
辰巳国際
★8月
月24日
日(土
土)
後援会家族水泳教室

★11/9（土）～
（土）～10（日）
（土）～ （日）
社会人選手権大会 [富士
富士]
富士

※その他春季・夏季強化合宿 等

○ 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 ]

東京都社会人チーム対抗水泳競技大会 応援募集
団体戦競技の最初のヤマ場として、今年は東京都社会人チーム対抗水泳競技大会に
参戦します！
（※神奈川県実業団水泳競技大会(7/28)にも参加しますが、会場の都合により応援募集は行いません）

日 時： ８月１０（土）~１１日（日）
※
８月１０（土） １１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： 「東京辰巳国際水泳場」
東京辰巳国際水泳場」

（東京都江東区辰巳2
東京都江東区辰巳2-8-10）
10）

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2019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。
に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： 8月
月2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。

