
2021年度 (一社)千葉県水泳連盟ジュニア対策事業 

ＯＷＳジュニア選手研修合宿 兼 三重国体選手強化合宿 

 
１．主  催  (一社)千葉県水泳連盟 
２．後  援  館山市 
３．目  的  ジュニアを対象に素質のある選手の早期発掘と育成を目指し、長期的・計画的な指導を 

行う 
        千葉県よりオリンピック及び国際大会代表選手の輩出および福井国体への強化を図る 
４．期  日  2021年８月 28日(土)～８月 30日(月) ２泊３日 

８月 28日(土) 12:30集合 

８月 30日(月) 13:30解散 

５．会  場  館山市営 50ｍプール  館山市宮城 192-2  電話 0470-22-2039 

        館山市北条海岸 

６．宿  舎  館山旅館  館山市北条 2645  電話 0470-22-3385 

７．指 導 者  合宿責任者 加藤 宗人(副会長) 

        指導責任者 盛  祐二(ＯＷＳ担当) 

        指 導 者 立山 雄一(ＯＷＳ委員長) 

              早川 敏男(事務局長) 

        講   師 石井 英一(ライフセービング) 

              日本水泳連盟ＯＷＳ委員 

              ＯＷＳ日本代表選手・コーチ 

８．参加基準  (ア)国体候補者：千葉県水泳連盟強化選手 

        (イ)ジュニア：原則 中学１年～高校３年 

９．参加定員  選手１５名 

10．参加負担金 20,000円(当日持参・宿泊引率コーチも同様) 

11．参加申込  (ア)方 法 所定の申込書を期日までに FAXにて事務局へ送付のこと 

        (イ)締切り 2021年８月１日(日) 

        (ウ)申込先 事務局 FAX 047-767-5166 

12．携 行 品  水着・練習道具・洗面用具・学習用具・健康保険証(写不可)・常備薬 等 

13．保険加入  参加者全員スポーツ傷害保険に加入する 

14．日程内容  ８月 28日(土) 講義① (OWS概要・規則・トレーニング方法 等) 

                実技① プール(集団泳・ブイ周回 等) 

        ８月 29日(日) 実技② プール(3,000mトライアル) 

                講義② (安全管理・心肺蘇生法 等) 

                実技③ 海 (集団泳・ブイ周回 等) 

        ８月 30日(月) 実技④ 海 (3,000mトライアル) 

15．そ の 他  タイムトライアルの結果は、(一社)千葉県水泳連盟が認定書を発行する 

※問合せ先メール casf@jcom.zaq.ne.jp （水泳連盟事務局・盛） 

 

新新型型ココロロナナウウィィルルスス感感染染状状況況にによよりり、、練練習習会会ととななるる場場合合ももああるる。。  
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ﾌﾘｶﾞﾅ：

(西暦) 年 月 日

印

〒

※メールでの申込みも受付けますが、合宿初日に

保護者同意書に押印したものを提出してください。

緊　急
連絡先

コーチ氏名：

問合せ先： (一社)千葉県水泳連盟　盛　祐二

ＴＥＬ：０４７－４２７－７０７８

                メール：casf@jcom.zaq.ne.jp

携　帯：０９０－８６４７－１０２９

Ｔ Ｅ Ｌ：

２０２１年８月１日(日)必着

申 込 先： ＦＡＸにて、(一社)千葉県水泳連盟事務局に申込んでください。

学年：　　　　　　　年

現　住　所：

2021度　千葉県水泳連盟ジュニア対策事業

　　　　　OWSジュニア選手研修合宿　兼　鹿児島国体選手強化合宿

参　加　申　込　書

事務局　０４７－７６７－５１６６

生年月日：

参加選手　氏名： 性別：

年齢：       　　 才

の参加に同意します。
保護者 同意書：

２０２1年８月２８日(土)～３０日(月)の、OWSジュニア選手研修合宿(館山市)

所属　クラブ名：

保 護 者　氏名：

学　校　名：
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