
謹啓
 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
 この度は「第５３回東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会」競技役員のご協力誠に
 ありがとうございます。
 つきましては、下記の通り決定致しましたのでご案内させて頂きます。

謹白

期日 2022年11月23日（水・祝）・24日（木）・25日（金）・26日（土）・27日（日）

場所 東京辰巳国際水泳場 （東京都江東区辰巳２－８－１０）

集合時間 23日(水祝) 24日（木） 25日（金） 26日（土） 27日（日）
   役員集合 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00

解散予定 18:30 19:00 18:00 18:30 17:00
集合場所

持ち物 役員ユニフォーム・白色の室内用運動靴・役員手帳・印鑑（シャチハタ不可）
筆記用具・競技役員用健康管理表・はがきサイズのホルダー
※ユニフォームをお持ちでない方は、紺色⾧ズボン、半袖白色ポロシャツを
ご準備下さい。（所属チーム名が大きくマークされているものは避けてください）

入館 １階警備員入口にて７時３０分までに受付をしてください。
入館には役員用健康管理表（様式S-05）が必要です。引率用とは異なります。

その他 競技終了後の役員終礼にて交通費を支給致します。印鑑をご準備下さい。
昼食はこちらで準備致します。
その日の出欠状況により役職が変更となる場合があります。
会場係の方は防寒具を持参してください。

問い合せ 東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会実行委員会
mail: competition_official@tokyo-sc.com

以上

追加案内

記

２０２２年１１月８日

東京スイミングセンター
優秀選手招待水泳競技大会実行委員会

第５３回 [２０２２年度] 東京スイミングセンター優秀選手招待水泳競技大会

協力競技役員 各位

２階 大会関係者室



協力競技役員　配置一覧 ※当日の出席状況により配置変更の可能性がございます。ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。

 登録団体  チーム名  登録団体  チーム名  11/24  登録団体  チーム名  11/25 
 13549  コナミ西葛西  小野　潤一 副審判⾧  13549  コナミ西葛西 小野　潤一 副審判⾧  13549  コナミ西葛西 小野　潤一 副審判⾧

スイムファースト 神田　光一 副審判⾧ スイムファースト 神田　光一 副審判⾧ スイムファースト 神田　光一 副審判⾧
 13625  Next One  斉藤　順一 出発  13625  Next One 斉藤　順一 出発  13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森 中川　幸信 出発
 13510  金町ＳＣ  堀松　　大 出発  13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森 中川　幸信 出発  13532  トピレック 佐藤　　裕 機械

イトマン品川 安田　清治 泳法 トピーレック 浦中　和義 泳法  13510  金町ＳＣ 堀松　　大 コンピュータ
 13613  東京ＤＣ桜台  加藤　景光 コンピュータ イトマン品川 安田　清治 泳法  13528  ＪＳＳ立石 友井　謙集 コンピュータ
 13567  ＭＹＳ花畑  吉田　泰久 コンピュータ  13532  トピレック 佐藤　　裕 機械 コナミ蒲田 平田　真一 映像
 13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂  佐藤　　嶺 招集  13613  東京ＤＣ桜台 加藤　景光 コンピュータ  13541  藤村ＳＳ 水野　雅博 役員係
 13555  ロンド東村山  納見　正人 映像 コナミ蒲田 平田　真一 映像  13589  ＳＷＩＦＴ 千住　百香 記録

コナミ蒲田 平田　真一 映像  13630  MTR  一柳　俊裕 折返し  13031  都・駒場 安倍　葉南 招集
 13640  世田谷ＳＳ  芦立　　康 役員係  13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森 釣谷　将大 折返し  13507  立教池袋SC 遠藤　雄太 招集
 13607  VALUE SS  富田　基道 出発  13589  ＳＷＩＦＴ 千住　百香 折返し  13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂 佐藤　　嶺 招集
 13531  ＴＡＣ  板鼻　美帆子 折返し  13676  イトマン小平  仙石　葉奈 PC  13531  ＴＡＣ 板鼻美帆子 招集
 13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森 釣谷　将大 折返し  13233  早稲田実業  藤縄　武之 招集  13688  イトマン東京 篠宮　　湧 招集
 13686  ｾﾝﾄﾗﾙ府中  歌川　朋美 折返し  13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂 佐藤　　嶺 招集  13239  日体大荏原 山口　　翔 招集
 13695  Ｔ・HIRO'S 三浦　海人 折返し  13653  ロンド成増 横山　　和 映像  13581  コナミ船堀 三上　　朋 映像
 48025  東京大  笠原颯太郎 折返し  13581  コナミ船堀 三上　　朋 映像  13559  ナイス・東京 髙橋　直人 映像
 13630  MTR  一柳　俊裕 記録  13510  金町ＳＣ  福部　覚俊 映像  48013  上智大 山内　美織 会場
 48030  拓殖大  大串　知寬 記録  13688  イトマン東京 篠宮　　湧 会場  13587  ﾙﾈｻﾝｽ両国 藤井　大将 会場
 48003  中央大 篠宮　　湧 機械  13695  Ｔ・HIRO'S 三浦　海人 会場  13940  早稲田ＤＣ 古瀬　　颯 会場
 13542  Ｓｔｙｌｅ１  藤田　海基 機械  48006  成蹊大 北見はな佳 会場  13544  ﾙﾈｻﾝｽ曳舟 今井翔太郎 会場
 13676  イトマン小平  仙石　葉奈 PC  13629  ﾙﾈｻﾝｽ北砂 増山あゆな 会場  13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野 西村　　岬 会場
 13602  新代田ＳＳ  木浦　和哉 PC  13579  ESジャパン  丸目修太朗 会場  13696  BleikurST 澤野　晧平 会場
 48007  日本体育大 家登美櫻子 招集  48052  東洋大 奥田　駿太 会場  48037  明治大 山岸　美咲 会場
 13592  CSときわ台  伊藤　　翼 招集  13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野 宮本　恵理 会場  13262  目黒日大 松村　俊明 会場
 48057  日本大  小林　龍生 招集  13684  CS自由が丘  桑原　龍一 会場  13237  日大櫻丘 津田　　喬 会場
 13577  TSSたまがわ  杉本　　成 招集  13239  日体大荏原  山口　　翔 会場
 13643  スイムラン  大森華代子 招集  13436  早稲田実業  石田麻里子 会場
 48006  成蹊大  門倉　拓哉 招集  13544  ﾙﾈｻﾝｽ曳舟 大森　　学 会場
 13637  ミミＳＣ品川  佐藤謙太郎 映像  13626  ﾒｶﾞﾛｽ小金井  渡邉　健人 会場
 13581  コナミ船堀  小川　琴羽 映像  13580  ﾒｶﾞﾛｽ八王子  八木　潤也 会場
 13579  ESジャパン  永瀬　利得 会場  13560  ﾙﾈｻﾝｽ亀戸  鈴木　麻央 会場
 13219  武蔵野  遠山　志央 会場  13512  ﾙﾈｻﾝｽ早稲田  對馬　怜奈 会場
 13509  アクラブ調布  角田　鈴音 会場  13696  BleikurST  澤野　晧平 会場
 48037  明治大  忽那　知美 会場  13664  ＪＳＳ八王子  齊藤　涼夏 会場
 13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野  小林みのり 会場  13559  ナイス・東京 玉利　遼太 会場
 13543  GOLD'SGYM KT  小髙　咲弥 会場
 13531  ＴＡＣ  松本　敬祐 会場
 13504  ｲﾄﾏﾝ東伏見  新井　俊平 会場
 13538  ｾﾝﾄﾗﾙ福生  青木　美樹 会場
 13537  ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋  船久保　樹 会場
 13552  三菱養和ＳＳ 倉澤　　翼 会場
 48030  拓殖大 佐々木　愛 会場
 13550  ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ 竹村　　馨 会場
 48041  青山学院大  中原　朱里 会場
 13606  ﾙﾈｻﾝｽ東京  鳥海　稜大 会場
 13670  ｲﾄﾏﾝ富士見台  塚原　裕太 会場
 13626  ﾒｶﾞﾛｽ小金井  渡邉　健人 会場
 13587  ﾙﾈｻﾝｽ両国  藤井　大将 会場
 13580  ﾒｶﾞﾛｽ八王子  八木　潤也 会場
 13573  マリン西新井 飯塚　　毅 会場
 48045  専修大  木下　大和 会場
 13460  武蔵野中  鈴木　麻央 会場
 13696  BleikurST  澤野　晧平 会場
 13031  都・駒場  齋藤　一葉 会場
 13664  ＪＳＳ八王子  齊藤　涼夏 会場
 13239  日体大荏原 髙瀨　綾香 会場
 13584  ｲﾄﾏﾝ上石神井 岡本　卓也 会場

 11/23（水・祝）  11/24（木）  11/25（金）



協力競技役員　配置一覧 ※当日の出席状況により配置変更の可能性がございます。ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます。

 登録団体  チーム名  11/26   登録団体  チーム名  11/27  登録団体  チーム名  11/27
 13549  コナミ西葛西  小野　潤一 副審判⾧  13549  コナミ西葛西 小野　潤一 副審判⾧  13523  太陽教育ＳＣ  朝倉　幸夫 計時

スイムファースト 神田　光一 副審判⾧ スイムファースト 神田　光一 副審判⾧  13602  新代田ＳＳ  木浦　和哉 計時
 13649  南光ＳＳ  五十嵐文典 副審判⾧  13649  南光ＳＳ 五十嵐文典 副審判⾧  13552  三菱養和ＳＳ  倉澤　　翼 計時
 13625  Next One  斉藤　順一 出発  13625  Next One 斉藤　順一 出発  13614  ミ-ズクラブ  新井　惠也 計時
 13657  ｲﾄﾏﾝ昭和の森  中川　幸信 出発  13510  金町ＳＣ 堀松　　大 出発  13508  金田立川立飛 今泉　和歌 計時

トピーレック 浦中　和義 泳法 トピーレック 浦中　和義 泳法  48013  上智大  渡邊愛衣夏 計時
 13532  トピレック 佐藤　　裕 機械  13532  トピレック 佐藤　　裕 機械  13543  GOLD'SGYM KT  小髙　咲弥 計時
 13528  ＪＳＳ立石  友井　謙集 機械  13528  ＪＳＳ立石 友井　謙集 機械  13603  ＳＡＴ雪ヶ谷  佐々木彩子 計時
 13567  ＭＹＳ花畑  吉田　泰久 コンピュータ  13567  ＭＹＳ花畑 吉田　泰久 コンピュータ  13668  ＳＡトム  河合　　菜 計時
 13555  ロンド東村山  納見　正人 映像  13613  東京ＤＣ桜台 加藤　景光 コンピュータ  13516  ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ  黒澤　　藍 計時

コナミ蒲田 平田　真一 映像 コナミ蒲田 平田　真一 映像  13526  スポフィー  野口　知優 計時
 13550  ﾉﾑﾗｽｲﾐﾝｸﾞ  高瀬　理恵 折返し  13555  ロンド東村山 納見　正人 映像  13554  マック国分寺  櫻井　隆平 計時
 13629  ﾙﾈｻﾝｽ北砂  増山あゆな 折返し  13640  世田谷ＳＳ 芦立　　康 役員係  13633  マック日野  井上　敬太 計時
 13233  早稲田実業  藤縄　武之 折返し  13541  藤村ＳＳ 水野　雅博 役員係  13681  マリン舎人  濱塚　杏珠 計時
 13638  I.S.F  六本木秀高 折返し  13607  VALUE SS 富田　基道 出発  13573  マリン西新井  飯塚　　毅 計時
 13894  ﾄｩﾘﾄﾈｽ 大畠　　愛 折返し  13638  I.S.F 六本木秀高 折返し  13593  ﾒｶﾞﾛｽ町田  阿久津美芽 計時
 48003  中央大 篠宮　　湧 折返し  13894  ﾄｩﾘﾄﾈｽ 大畠　　愛 折返し  13501  ロンド上北台  坪田　有生 計時
 13612  東京ＤＣ駒沢  乾　加奈子 折返し  13612  東京ＤＣ駒沢 乾　加奈子 折返し  13534  東京ＤＣ  鈴木　璃子 計時
 13670  ｲﾄﾏﾝ富士見台  高橋香緒里 折返し  13542  Ｓｔｙｌｅ１ 藤田　海基 折返し  13660  ｾﾝﾄﾗﾙ東十条  山泉　晃也 会場
 13616  ドーム調布  橋本駿太郎 折返し  13686  ｾﾝﾄﾗﾙ府中 歌川　朋美 折返し  13684 セ自由が丘  桑原 龍一 会場
 48057  日本大 黒部　藍心 折返し  13582  ﾒｶﾞﾛｽ葛飾 吉田　　倭 折返し  13540  ｾﾝﾄﾗﾙ葛西  城山　 海 会場
 13507  立教池袋SC 遠藤雄太 コンピュータ  13616  ドーム調布 相場　優冴 折返し  13537  ｾﾝﾄﾗﾙ上池袋  船久保　樹 会場
 48025  東京大  羽賀遼太郎 コンピュータ  13643  スイムラン 大森華代子 折返し  13600  ｾﾝﾄﾗﾙ成城  梅林 大貴 会場
 48030  拓殖大 大串知寬 コンピュータ  48030  拓殖大 大串　知寬 記録  13622  ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬  荒井　優吾 会場
 13524  田柄ＳＣ  西脇富智子 通告  48026  国士舘大 猪山　智久 PC  13511  ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬  内村翔太郎 会場
 13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂 佐藤　　嶺 招集  13524  田柄ＳＣ  西脇富智子 通告  13604  ｾﾝﾄﾗﾙ西新井  小林 祥延 会場
 13608  Aim Top  和知登代子 招集  48039  武蔵大 中澤　香羽 招集  13663  ｾﾝﾄﾗﾙ西台  五十嵐慎二 会場
 13660  ｾﾝﾄﾗﾙ東十条 山泉　晃也 招集  13031  都・駒場 鈴木　瑠衣 招集  13598  ｾﾝﾄﾗﾙ西東京  大久保　駿 会場
 48039  武蔵大 中澤　香羽 招集  48011  日女体大 田邉菜津樹 招集  13575  ｾﾝﾄﾗﾙ八王子  木村 隼人 会場
 13940  早稲田ＤＣ  木村麻優子 招集  13545  ﾙﾈｻﾝｽ経堂 佐藤　　嶺 招集  13538  ｾﾝﾄﾗﾙ福生  青木　美樹 会場
 48026  国士舘大 猪山　智久 招集  13608  Aim Top  和知登代子 招集  13644  ｾﾝﾄﾗﾙ墨田区  木下　哲世 会場
 48011  日女体大 田邉菜津樹 招集  48052  東洋大  中島　安望 招集  13694  ｾﾝﾄﾗﾙ目黒  伊賀ひなた 会場
 48045  専修大  ⾧瀬　　空 PC  13239  日体大荏原  髙瀨　綾香 招集  13539  アクラブ稲城  関　　丈 会場
 13588  コナミ一橋  遠山　歩夢 映像  13237  日大櫻丘  津田　　喬 招集  13553  アクラブ三鷹  板橋　崇夫 会場
 13581  コナミ船堀  小川　琴羽 映像  48007  日本体育大 木村　優香 招集  13557  ｱｸﾗﾌﾞ堀之内  猪狩　達哉 会場
 13506  A.S.T  島崎　莉央 映像  13219  武蔵野  有賀　寧々 招集  13569  ドーム巣鴨  奈良　美愛 会場
 13501  ロンド上北台  坪田　有生 映像  13506  A.S.T  島崎　莉央 招集  13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野  西村　　岬 会場
 48030  拓殖大 佐々木　愛 招集  13637  ミミＳＣ品川  佐藤謙太郎 映像  13674  ルネサンス  山川　唯巴 会場
 13696  BleikurST  澤野　晧平 計時  13581  コナミ船堀  宇田　真浩 映像  13568  ﾙﾈｻﾝｽ西国分寺  村上　和寿 会場
 13603  ＳＡＴ雪ヶ谷 石坂　　亮 計時  13653  ロンド成増  横山　　和 映像  13512  ﾙﾈｻﾝｽ早稲田  矢澤　章子 会場
 13668  ＳＡトム 河合　　菜 計時  13588  コナミ一橋  蛭本　雅史 映像  13696  BleikurST  澤野　晧平 会場
 13577  TSSたまがわ  永田　勇真 計時
 13516  ｽﾎﾟｰﾂﾊｲﾂ 黒澤　　藍 計時
 13526  スポフィー  野口　知優 計時
 13614  ミ-ズクラブ  新井　惠也 計時
 13508  金田立川立飛 村上　夏帆 計時
 48041  青山学院大  守口咲季子 計時
 13436  早稲田実業  石田麻里子 計時
 13523  太陽教育ＳＣ  朝倉　幸夫 計時
 13534  東京ＤＣ  鈴木　璃子 計時
 13239  日体大荏原  髙橋　勇気 計時
 13262  目黒日大  松村　俊明 計時
 13414  立正大付属中  河原　陽 計時
 13592  ｾﾝﾄﾗﾙときわ台  倉根ひかる 会場
 13540  ｾﾝﾄﾗﾙ葛西  前納 爽太 会場
 13600  ｾﾝﾄﾗﾙ成城  梅林 大貴 会場
 13622  ｾﾝﾄﾗﾙ成瀬  荒井　優吾 会場
 13511  ｾﾝﾄﾗﾙ清瀬  山岸　亮太 会場
 13604  ｾﾝﾄﾗﾙ西新井  小林 祥延 会場
 13663  ｾﾝﾄﾗﾙ西台  五十嵐慎二 会場
 13598  ｾﾝﾄﾗﾙ西東京  大久保　駿 会場
 13575  ｾﾝﾄﾗﾙ八王子  近藤ななみ 会場
 13644  ｾﾝﾄﾗﾙ墨田区  木下哲世 会場
 13694  ｾﾝﾄﾗﾙ目黒  伊賀ひなた 会場
 13582  ﾒｶﾞﾛｽ葛飾  間瀬　菜乃 会場
 13593  ﾒｶﾞﾛｽ町田  阿久津美芽 会場
 13674  ルネサンス  山川　唯巴 会場
 13560  ﾙﾈｻﾝｽ亀戸  横井　玲郎 会場
 13568  ﾙﾈｻﾝｽ西国分寺  村上　和寿 会場
 13606  ﾙﾈｻﾝｽ東京  鳥海　稜大 会場
 13539  アクラブ稲城  寺尾幸太郎 会場
 13553  アクラブ三鷹  板橋　崇夫 会場
 13509  アクラブ調布  伊藤里香奈 会場
 13557  ｱｸﾗﾌﾞ堀之内  猪狩　達哉 会場
 13584  ｲﾄﾏﾝ上石神井  佐竹　宏章 会場
 13504  ｲﾄﾏﾝ東伏見  宮田　寧々 会場
 13569  ドーム巣鴨  髙橋　萌加 会場
 13551  ﾄﾞｰﾑ武蔵野 小林みのり 会場
 13554  マック国分寺  櫻井　隆平 会場
 13633  マック日野  井上　敬太 会場
 13681  マリン舎人  濱塚　杏珠 会場

 11/26（土）  11/27（日）



有 ・ 無

有 ・ 無 　
有 ・ 無 　

有 ・ 無 　　
有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

有 ・ 無

※ 本用紙は事業（大会）実施期間中毎日持参してください。本用紙の提示がないと入場できません。

せ き

【体温：　　　　　】　　　　　

息 苦 し さ

その他の症状（　　   　　　）

その他の症状（　　   　　　）

　　月　　日(　　)

【体温：　　　　　】　　　　　
その他の症状（　　   　　　）

　　月　　日(　　)
体のだるさ

せ き

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

公益財団法人東京都水泳協会　.
（運営スタッフ・競技役員用）

息 苦 し さ

　　月　　日(　　)
体のだるさ

せ き

参加者氏名
性別

男・女

体のだるさ

せ き

事業名（大会名）東京SC優秀選手招待水泳競技大会 健康管理表

出　席　日 入場許可印

登録番号

　　　参加前７日間の健康状態が下記のいずれにも該当しない。　□※該当しない場合は☑

　
　　　　・平熱を超える発熱（ワクチン接種時の副反応による発熱を除く）
　　　　・咳・のどの痛み
　　　　・倦怠感（体がだるい）
　　　　・息苦しい
　　　　・頭痛

※ 記載された個人情報は法令および規程に基づき適切に取り扱うものとし、健康状態の把握、来場可否の判断および必要な連絡のためにのみ利用しま
す。
また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、事業実施会場にて感染症患者
またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。

体のだるさ

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

その他の症状（　　   　　　）

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

その他の症状（　　   　　　）

【体温：　　　　　】　　　　　
息 苦 し さ

その他の症状（　　   　　　）

　　月　　日(　　)
体のだるさ

　　月　　日(　　)
体のだるさ

せ き

　　月　　日(　　)
せ き

様式 S-05

　□未接種　　　　接種日

　□1回目接種済　　①　　年　月　日

　□2回目接種済　　②　　年　月　日

　□3回目接種済 　 ③　　年　月　日

新型コロナウイル
スワクチン接種歴

参加前7日以内の
海外渡航歴

　□なし

　□あり　→国名・都市名（　　　　　）

参加前7日以内の新
型コロナウイルス
感染症陽性者との
濃厚接触

　□なし

　□あり

緊急連絡先
　　（続柄） （　　　　　）

電　話

生年月日（年齢） （西暦）　年　月　日（　　歳）

住　所


