
育成選手・強化指定選手に関する規定 

 

趣旨 

日本水中スポーツ連盟（以下、連盟という。）は、各大会および国際大会において、優秀な

成績を修め、また心身共に逞しい選手を育成するため、強化選手を指定し強化育成の効率化

を図る。 

 

１．対象 

U24 区分（24 歳以下）の選手とする。 

 （1 月 1 日時点の年齢が 23 歳以下） 

U17 区分（中学生および高校生）は育成選手とする。 

なお、U17 区分が標準記録を突破した場合は強化選手とする。 

 

２．強化指定期間 

指定にかかる期間は、1 月 1 日より 12 月 31 日までの 1 年間とする。 

ただし、強化指定選手としての義務を怠った場合は、期間に関わらず指定を解除する。 

 

３．強化指定基準 

連盟の指定する公認公式競技会において、標準記録を突破した者を強化指定選手の候補と

する。記録は長水路・短水路を問わない。 

標準記録は連盟により、世界水中スポーツ連盟（CMAS）の認めた世界記録をもとに算出、

公表される。 

U17 区分は標準記録に関わらず、所属団体の推薦によって育成選手となれる。 

 

４．強化指定選手の義務 

強化指定選手は、強化委員会の指定する強化合宿、競技会、研修事業に参加し、自己の資

質および競技力の向上に努めるとともに、他の選手への模範となる行動を示さなければなら

ない。 

 

５．強化指定選手の権利 

強化指定選手は、日本代表候補選手となり、強化委員会が実施するドーピング講習会や技

術指導等の強化事業に優先的に参加することが出来る。 

 

６．強化指定選手の申請 

強化指定選手の申請は、連盟が提示する方法に従って、所属団体の責任者が行う。 



Ｕ１７・Ｕ２４強化指定選手 申請方法 

 

 

１．強化指定期間、最初の強化指定選手の申請は、別途日本水中スポーツ連盟より提示する。 

 

２．期間中において標準記録を突破した場合は、大会終了日より２週間以内に所属団体の責任者

が連盟宛に申請手続きを行う。 

手続きに際しては、以下の必要事項を電子メール又は、ＦＡＸにて連絡する。 

・氏名 

・性別 

・生年月日 

・住所 

・連絡先（電話番号・メールアドレス） 

・所属団体名 

・標準記録を突破した大会名、種目、記録 

 

３．その他の事由による途中での申請は、個別に連盟に照会し、手続きを行う。 

 

４．連絡先 

日本水中スポーツ連盟 ユース・学生強化委員会 

菊池かおり  JUSFyusukikuchi@aol.com 

 ＦＡＸ   ０４７－４３４－９０５５ 

 

申込用紙 

ふりがな  性別 生年月日 

氏名  男 ・ 女 （西暦）    年  月  日 

ふりがな  

団体名 
 

住所 

〒    －   

   

電話  携帯  

mail   ＠  

mailto:JUSFyusukikuchi@aol.com


Ｕ１７育成候補選手 

 

■男子    ■女子   

選手名 所属   選手名 所属 

上田  太平 紫野高校   一ノ瀬  メイ 紫野高校 

上野  基樹 SPLASH   多田  未来 神奈中 SS 

岡野  有恭 アックアセレーナ   渕上  早紀 NAIA 

神谷  紀慶 紫野高校   古屋  夏海 Delfino 

佐山  太一 SPLASH   村岡  真紀子 Delfino 

垂水  渓 神奈中 SS   山下  真央 グランブルー 

中野  太成 OrangeFSC   横田  絢子 SPLASH 

西澤  喜一 神奈中 SS    

野平   司 OrangeFSC    

森本  陸翔 S.S.S    

 

Ｕ１７強化指定選手 （2013年 9月現在） 

■男子    ■女子   

選手名 所属   選手名 所属 

飯田  智士 NLS   有路  友紀 八王子 FSC 

奥澤   凌 アックアセレーナ   小野  綾華 チームダッシュ 

小林  稜平 神奈中 SS   志村  あすか SPLASH 

    高橋  花音 NLS 

    立元  瑞季 NLS 

    野澤  夏海 OrangeFSC 

    平井  寿奈 クリオネ 

    藤巻  紗月 NLS 

    渡邊  菜々子 SPLASH 

 

  



Ｕ２４強化指定候補選手 （2013年 10月～2013年 12月） 

■男子     ■女子   

選手名 所属   選手名 所属 

青木  一真 神奈中 SS   東井  のぞみ 神奈中 SS 

勝俣  大貴 早稲田大学   魚住  夢香 クリオネ 

川村  祐三 日本体育大学   笠茂  鈴乃 ATHRA 

國府田  翔平 日本体育大学   柏木  美樹 日本体育大学 

鈴木  信裕 早稲田大学   鎌田  香織 ATHRA 

関野  義秀 NAIA   佐藤  このみ チームダッシュ 

平  拓也 G.Phenix   鈴木  葵里子 日本体育大学 

滝本  悠介 早稲田大学   荘加  真歩 日本体育大学 

根本  寛之 早稲田大学   中村  彩希 日本体育大学 

野澤  俊策 神奈中 SS   野平  恵 OrangeFSC 

長谷  貴之 神奈中 SS   浜田  葉都紀 日本体育大学 

深野  裕輔 ATHRA   藤島  由佳 OrangeFSC 

吉澤  和馬 NLS   宮越  美里 早稲田大学 

吉田  紳吾 筑波大学   山岡  明奈 アックアセレーナ 

    山本  夏生 NLS 

    渡邊  江 早稲田大学 

 

  



強化指定標準記録 

 

 

種目 男子 女子 

５０ｍＳＦ 19.42 22.74 

１００ｍＳＦ 43.41 48.78 

２００ｍＳＦ 1:39.66 1:49.53 

４００ｍＳＦ 3:32.48 3:59.20 

８００m ＳＦ 7:48.70 8:12.22 

１５００ｍＳＦ 15:16.90 15:45.59 

５０ｍＡＰ 16.95 19.63 

１００ｍＩＳ 38.14 43.08 

４００ｍＩＳ 3:20.37 3:39.55 

５０ｍＢＦ 21.75 25.76 

１００ｍＢＦ 49.85 56.72 

２００ｍＢＦ 1:50.92 2:05.15 


