
シベリア・トムスクを訪ねて 
日本水中スポーツ連盟事務局長 吉澤 俊治 

 

2011年に第 1回のスノウフィンズがトムスクで開催される際、現地役員から大会への招待を受けていたが、選

手派遣も私自身がトムスクへ赴くこともできなかった。2012年、第 2回大会開催にあたっても早くから招聘され

ていたが、決断できずにいたところ、選手 2名が、た

とえ私が行かなくとも個人的に参加したいという意思

を伝えてきた。さらにトムスク市長から私個人へ公式

の招待状が届き、ＣＭＡＳ（世界水中連盟）の役員の

多くもトムスクに集まるということから、参加を決意

した。トムスクは、多くの世界チャンピオンを輩出し

ているフィンスイミングの聖地ともいうべき地域であ

る。極寒の地のマイナス30℃超という寒さがどのよう

なものなのか、想像でしかなく、体感するまでは怖い

もの見たさのようなワクワクがあった。予想を超える

寒さに備えて、事前の防寒対策が重要であった。 

2月1日モスクワに到着した。何度も来ているが、

真冬は初めてである。機内放送で「マイナス22℃」と

聞いていたが、流石にしばれる。シェレメチボ空港か
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ら、ドモデドボ空港まで TAXIで80分、乗車待ちの

時間が辛い。寒いではなく、しばれる。身体が強張

って言うことを利かない。呼吸も苦しく、鼻から吸

ったほうが良いと聞いたので、鼻から吸ってみる。

直ぐに鼻毛の凍る感覚がしたが、喉に違和感は無く

なった。「私の田舎（長野）も寒いところだが、比

較にならんな。よく人が住んでいるな」と思った。

モスクワから 6時間、トムスク空港着。早朝であっ

た。気温は初日からマイナス30℃超を経験する。マ

イナス36℃。とにかく顔を少しでも出さないように

した。日本で準備した防寒対策は完ぺきだった。 

明けて翌日、ついにフィンスイミングのメッカと

も言うべきトムスク温水プールに来た。このトムス

ク地域は、全て室内は25℃～28℃位あり、外に出な

ければ快適である。プール室内は、日本と同じく

30℃近くあり、上着を脱がないと汗だくになる。見

ると、参加国の国旗が掲げてあり、こんな極寒の地

の大会に 13カ国が参加していた。短水路プールは古

いセメント造り、いかにも旧ソ連風だ。大きな体格

のフィンスイマーで泳ぎ始めると、プールは更に小

さく見えた。 

「ここが、有名世界チャンピオン数多く生んだプー

ルか」と思うと感慨深いものがある。世界チャンピ

オンだったトムスク出身のスコルジェンコが私の隣

で案内してくれていたが、施設としては、「私たち

の国のプールの環境の良さは比較にならないな」と

思った。大きく日本と差異があると思ったのは、こ

の地域がフィンスイミングに特別な思い入れを持っ

ていてくれることだった。トムスクは、大学の街と

も言われる。州立大学、工科大学が幾つかあるが、

有名なのは宇宙工学らしい。旧ソ連時代は大変活躍

した地域なのだ。私の泊まったホテルも「スプート

ニク」という宇宙船の名前だ。そんな学術、研究が

優れた地域は、フィンスイミングのモノフィンを発

明した地域でもある。日本でいえば、武道の九州地

域とでも言えばいいのだろうか。 

トムスク市長自ら各課員を陣頭指揮で、開会式が

挙行された。やはり、137カ国に広がったモノフィ

ンの発祥の地というプライドがそうさせるのか。新

体操を始め、数々の五輪メダルを獲得したスポーツ

選手を抱える地域であり、スポーツに対する理解が

深く、種目による差別などないのだろう。日本でも、

私の知る五輪メダリスト達は、フィンスイミングに

非常に興味を示し、理解があった。見本となる素晴

らしいスポーツマンであった。同じように、このシ

ベリア・トムスクという地域は、全てのスポーツに

理解があるのだ。確かに、発祥の地という思い入れ

もあるだろうが、スポーツの素晴らしさを良い形で

行政が具現化しているのだろう。最終日に、CMAS役

員と州知事との昼食会でも、スポーツに対する熱い

思いを感じた。2013年5月には、トムスクに長水路

のプールが完成するという。いよいよ 2014年ユース

世界選手権に向けて、準備が万端と言ったところだ。 

シベリアの極寒の地で、私は、これまで想像しな

かったフィンスイミングの世界を見せて貰った。過

去に、一時期伸び悩んだ日本のトップアスリートが、

心機一転、トムスクに近いノボシビルスクを短期間

訪れ、帰国後に世界選手権のファイナリストになっ

たことがあった。頷ける気がする。フィンスイミン

グのメッカのようなシベリア・トムスク。多くの子

供たちが、ひたすらフィンスイミングの練習をする

姿。決して良いとはいえない環境で、文句も言わず

ひたすらトレーニングに励むトップアスリート。そ

して、世界のトップとなり、プロとして生きている

アスリート。全て、フィンスイミングの究極がここ

に存在し、答えがそこにあるような気がした。そん

なトムスクの空気に触れたくて、各国の選手はトム

スクにトレーニングに来る。日本から今回の大会に

参加した 2名もそうだったのだ。チャンスがあった

ら、このフィンスイミングのメッカを訪れてみたら

如何だろうか。心にフィンスイミングの新たな灯り

が灯るのではないかと思われ、フィンスイミングに

魅せられた選手には、ぜひお勧めしたい。 

私が会うことのなかった祖父は、シベリア抑留の

末亡くなり、現地で眠っている。今回のトムスク訪

問は、昭和 11年生まれである母から、一つミッショ

ンを受けての旅となった。「あなたのお爺ちゃんが

眠っているシベリアに両手を合わせてきてくださ

い」この言葉を思い出し、「私はこの地に来て良か

った」とシベリアの地から日本に向いて両手を合わ

せたのだった。 



第２回SNOW FINS 極寒の地 ロシア・トムスクで開催 

 ２月３日～８日、ロシア・トムスクで

ＳＮＯＷ ＦＩＮＳという大会が開催さ

れた。短水路２５ｍで行なわれるフィン

スイミングの国際大会で、昨年に引き続

き第２回の開催である。トムスク市は、

ロシア・シベリア西部の都市で、人口は

約５０万人という極寒の地域にある。日

本からトムスクに行くには、モスクワま

で行き、国内線に乗り換えてさらに５時

間、または北京からノボシビルスクまで

飛び、バスで５時間という遠い町である。

このトムスクだが、フィンスイミングが

とても盛んで、世界の強豪国であるロシ

アの中でも、トップクラスのクラブチー

ムがいくつも活動している地域なのだ。 

 トムスク州立大学のＳＫＡＴＥという

ダイビングクラブは、これまでにエフゲニー・スコル

ジェンコなど、何人もの世界チャンピオンを輩出して

おり、昨年ハンガリーで開催されたフィンスイミング

世界選手権大会にも、トムスクから数人の選手が出場

している。またトムスクのアンドレイ・ブラコフは、

選手であると同時に現在ＣＭＡＳのフィンスイミング

委員会の委員としても、積極的に活動している。 こ

んなトムスク市の一番寒い時期に開催された大会ＳＮ

ＯＷ ＦＩＮＳに今年は日本から２名の選手が参加し

た。 

氷点下３６度の出迎え 

 ２月１日の午後に成田空港を飛び立ち、モスクワ経

由で２日の朝トムスクに到着した選手を出迎えたのは、

マイナス３６度のトムスクだった。雪と氷に覆われた

トムスクの町のあちこちに大会のポスターが貼られ、

大きな立て看板も設置されており、町全体がＳＮＯＷ 

ＦＩＮＳ開催の雰囲気を盛り上げていたという。 

 大会会場には現地のテレビ局が毎日取材に訪れ、新

聞などにも大きく取り上げられるなど、フィンスイミ

ングが盛んな町ならではの盛り上がりだった。 

賞金レース 

 この大会は、各種目の優勝者に賞金が授与されるこ

とになっていた。ベストビーフィンスイマー賞（ビー

フィン３種目５０ｍ、１００ｍ、２００ｍ）、ベスト

フィンスイマー賞（アプニア５０ｍ、サーフィス５０

ｍ、１００ｍ）といった賞で、３種目の合計順位の３

位までに１００ドルから５００ドルの賞金である。 

また、スーパースプリントというイベントでは優勝

賞金男子２０００ドル、女子１９００ドルを賭けたレ

ースが行なわれた。これは大会上位選手に出場権利が

あり、まずサーフィス１００ｍレースで４名が勝ち残

り、次にアプニア５０ｍで２名が勝ち残り、決勝レー

スはサーフィス５０ｍ対決という過酷

なもの。レースの間隔は短く、スピー

ドはもちろんだが、精神力、体力が必

要なサバイバルレースだ。男子の優勝

はやはりというべきだろう、自他共に

認める世界チャンピオン、パベル・カ

バノフ（ノボシビルスク）だった。女

子優勝は、地元トムスクのアンナ・ベ

ール。 

トムスク再訪 

 今回日本から参加した池口、上原の

二人は、初めてのトムスクではなかっ

た。上原は、ユース世界選手権でのア

ンドレイ・ブラコフとの交流から、短



期で２回のトムスク滞在を経て、２００９年春から約

１年間、トムスクの大学に留学し、ロシア語の習得を

目指しながら、トムスクのフィンスイミングクラブで

練習していた。また池口は、上原のトムスク留学中に

トムスクで３週間のトレーニングを経験している。そ

の懐かしいトムスクの地での大会という事で、二人は

今回の大会への参加を決めたのだった。大会にはトム

スクの選手はもちろん、ロシア各地のクラブから、そ

してスペイン、フランス、ギリシャ、ウクライナ、韓

国、タイ、そして日本など、２００名弱の選手が参加

した。 

 

フィンスイミングをみんなで 

楽しむということ 

池口 貴雄 

 

 今回、ロシアのトムスクで行われたＳＮＯＷ ＦＩＮ

Ｓに参加しました。短水路での国際試合は初めての経

験で、長水路でもかなりの影響をうける波の事やウォ

ーミングアップの状況など、始まるまでは、不安も大

きかったけれど、とても楽しみにしていました。 

大会にはロシアはもちろん日本以外からも韓国、ウ

クライナ、フランスなど各国の選手が参加していまし

た。会場は６コース×２５ｍプールで行われ、日本の

プールに比べると「ここで国際大会！？」と思うよう

なプール。会場としては、日本でのオープン試合会場

のほうが国際レベルといった印象を受けました。タッ

チ版はなく手動計時、しかも計時員は各コース１人、

１５ｍのラインは消防の放水ホースで、観客席もスタ

ンドではなく、バルコニーのような小さなスペースが

あるだけのプールでした。しかしそんなことを気にす

る選手は１人もおらず、逆に日本の環境の良さを実感

しました。 

大会が始まるとウォーミングアップは、短水路のた

めいつも以上に国際試合ならではといった感じの混雑

ぶりで、遠慮していてはプールに入る隙間さえないほ

どでした。もちろんダッシュコースの設定もなく、ほ

かの選手が泳ぐタイミングを見てスタートダッシュを

行い、追い越しや多重ターン、多少の接触は当たり前

です。その中でアップを行うには要領よく行わなけれ

ばなりませんでした。でもこうしたことが、国際大会

の経験なのです。遠慮していたり、人に頼ったりする

のではなく、自分でやらなくてはいけないのです。 

大会の雰囲気はさすが国際試合といったところで、

決勝のレースでは小さな観客席は溢れるほどの人が集

まり、プールサイドにもプールギリギリまで人が立ち

並び、大声で応援していました。決勝に進むトップ選

手たちは、召集所では和気藹々と話をしているのに、

レース直前にはしっかりと集中してレースに臨み、レ

ースが終われば観客は選手に声援を送り、選手もまた

観客席に手を振り、さらに選手同士で結果を称えあう。

特に最終日のイベントレースでは、選手たちも真剣に

レースを楽しんでいるように感じました。自分だけが

楽しむのではなく、見に来てくれた人までも楽しませ

る姿はとても勉強になりました。 

大会のレベルは、ロシアや世界の層の厚さを感じま

したが、決して戦えないレベルではなかったと思いま

す。特に５０ｍ競技は、決勝に残れる可能性は十分に

あると思いました。今回、私の結果はサーフィスもア

プニアもベストから0.5秒ほど落としてしまいました

が、５０ｍＡＰは７位、５０ｍＳＦが１１位で、決勝

にほど遠いという感覚ではありませんでした。次はベ

ストを更新して決勝に進みたいとおもいます。 

大会中の毎日の生活は、今回の宿舎は寮のようなと

ころで、部屋もウクライナの選手と相部屋と、これま

でにはない経験になりました。食事も三食提供されま

したが、ロシア料理中心の食事で、すべてが口に合う

ものというわけにはいきません。他の物を買って食べ

るにも、店では英語はほとんど通じず、買いたいもの

も十分に買えるとは思えませんでした。でもこれが世

界で試合に出るということなのです。 

今回の遠征で、なんであのプールでこん

なにも盛り上がる試合が出来たのか色々と

考えました。運営側が様々な演出を考え盛

り上げようとしていたのはもちろんだと思

います。でもそれだけではなく、選手がベ

ストなパフォーマンスができる環境を作り、

さらに観客のリアクションが加わり、会場

全体が一つになったからこそ盛り上がった

試合になったと感じました。 

日本では、まだまだ観客が溢れるほど集

まる試合はありませんが、しっかりと運営

された試合はあります。まずはそこに選手

のベストパフォーマンスが必要で、見ても



らって楽しい試合をすることで、観客が集まり盛り上

がる試合ができると思いました。 

最後にＳＮＯＷ ＦＩＮＳに参加するにあたって

色々と手続きをしていただいた連盟の方々、日本から

たくさんの応援をしてくれた友人、遠征中、同じ選手

の立場なのにも関わらず、言葉が分からない私を助け

てれくれた上原選手、そしてロシアに行かせてくれた

両親に心から感謝します。 

 

世界で闘うために必要なこと 

上原 有翔 

 

 小学５年生

の時に参加し

たフランスユ

ース世界選手

権大会。何も

わからずただ

泳ぐだけだっ

た。その２年

後のメキシコ

大会。今回の

ＳＮＯＷ Ｆ

ＩＮＳに共に

参加した池口

選手と一緒だ

ったが、やは

り何をするの

も大人がやってくれた。 

そんな私が、初めて自分にしかない何かを身につけ

ようと思ったきっかけが、２００３年に韓国・済州島

で開催されたユース世界選手権である。当時中学３年

生であった私は、同い年のトムスク出身のロシア人選

手のアンドレイ・ブラコフ（今回のＳＮＯＷ ＦＩＮ

Ｓでは、中心となって運営に関わっていた）に衝撃を

受けた。 

彼は競技者としても１４歳で優勝するなど一流だっ

たが、それ以上に驚いたのが彼の英語力である。ロシ

ア語しか話せない彼のコーチに代わって、チームの外

の立場で主導的な役割を果たしていたのである。それ

以来私は、語学力の必要性を痛感し、その後の海外遠

征では、拙い英語力であるとしても、積極的に海外の

選手とコミュニケーションをとるよう心がけた。 

 大学進学では、フィンスイミング先進国ロシアでの

トレーニングやフィンスイミングの現状への興味をき

っかけにロシア語を専攻し、大学三年になって、今回

の大会開催地であるロシア・トムスクへと留学した。

その留学については、韓国のユース世界選手権以来、

その後の国際大会、メールなどを通じて交流のあった

アンドレイ・ブラコフが、現地での生活、トレーニン

グ等、あらゆる面で協力してくれたのだった。 

そこで目にしたのは、強豪国ロシアの選手達のたく

ましさである。 

留学中に行なわれた２００９年のロシア選手権に参

加した私は、ウォーミングアップのやり方に驚かされ

た。 

今回の大会でも同様であったが、参加選手達はスタ

ート、ターンで譲り合う事などはなく、接触ぎりぎり

のところで自分のやるべきことをこなしていた。おそ

らく日本の選手達の眼には「自分勝手」に映るのだろ

う。しかし、本当にそうだろうか？たしかに、私も最

初は、このやり方ためらいを強く持った。しかし、や

らなくてはならないのである。周囲に遠慮することな

く、自分のやるべきことをこなす強さが、選手には必

要なのだ。また、海外遠征の経験が豊富な選手は、そ

うした国際大会での状況がわかる分、チームとして、

若手の選手を支えることも重要である。 

 今回ＳＮＯＷ ＦＩＮＳに参加して再確認したこと

だが、トムスクにおいて、フィンスイミングという競

技の知名度は日本とは比較にならないほど高い。今回

の遠征に同行してくださったＣＭＡＳの理事でもある

吉澤事務局長は、国会議員、トムスク市長に招待され

たり、レセプションや記者会見に出席したりと大忙し

だったし、私と池口選手も、日本からやってきたフィ

ンスイマーということで、数度テレビ局からのインタ

ビューを受けた。 

今回の大会会場となったプールは、２５×６の小さ

な施設で、観客席も少ないものだったが、それでも試

合を見るために多くの観客が訪れていた。近い将来に

フィンスイミング専用プールが出来る予定となってお

り、トムスクでは、ますますフィンスイミングの人気

は高まっていくに違いない。 

私たち日本の選手は、フィンスイミングの競技者と

して、競技の知名度や練習環境などが、ロシアよりは

厳しい状況に置かれていることを自覚したほうがいい

だろう。競泳の話を持ち出して比較したり、文句を言

ったりする選手もいるが、現状を考えると、少しズレ

ていると言わざるを得ない。しかし、日本にはすばら

しいプール等の施設があり、練習しようと思えばいく

らでも練習の機会は得ることができるようになってい

る。 

そんな中で、世界を目指して練習に励み、さらに語

学習得や、海外の人々とのつながりを構築することで、

国際大会の舞台で、自らを楽にすることはいくらでも

出来る。もちろん記録を出すことは重要だが、フィン

スイミングをやったことで経験できる世界の舞台で充

実した時間を過ごすために、選手として、人間として

大きくなることをめざしていきたい。 



第２０回フィンスイミング短水路日本選手権大会 

１１月２６日（土）、千葉国際水泳場で、第２０回

フィンスイミング短水路日本選手権大会が開催された。

今回から年齢区分が改訂され、ジュニア、ユース、シ

ニア、シルバーという長水路と同じ年齢区分となった。 

 

宮本祐治（クリオネ） 

サーフィス４００ｍで日本記録 

 

 長水路での２

００ｍ、４００

ｍサーフィス日

本記録保持者で

ある宮本祐治が、

サーフィス４０

０ｍで３分１８

秒８４の日本記

録を樹立した。

従来の記録を大

きく更新するも

ので、日本人と

しては初めて３

分２０秒を切る

記録だった。宮

本はサーフィス２００ｍでも優勝したが、記録は１分

３０秒２６と惜しくも日本記録更新はならなかった。 

 

藤巻紗月 

サーフィス５０ｍでユース記録 

 

 ＴＢＳテレビで放映されている炎の体育会ＴＶのフ

ィンスイミング対決で、芸人のみなさんと対決して連

勝している藤巻紗月（ＮＬＳ）が、サーフィス５０ｍ

で２０秒９６のユース日本記録を樹立して優勝した。

スタート、ターンをまだ苦手としている藤巻にとって、

短水路レースでのこの記録は、来年にむけて大きな期

待を抱かせるもので、長水路での２０秒カットも夢で

はないと思わせるものだった。 

 

吉田麻紀 

ビーフィン１００ｍで４９秒６３ 

 

 ２０１１年の

世界選手権大会

で、個人ではた

だ一人のファイ

ナリストとなり、

ビーフィン５０

ｍで７位に入賞

した吉田麻紀

（Ｄｅｌｆｉｎｏ）。今回はビーフィン１００ｍで、

初の５０秒カットとなる４９秒６３の日本記録で泳い

だ。またビーフィン４００ｍでは、１０月に行なわれ

た学生選手権でビーフィン２００ｍに好記録で優勝し

た沼崎円（ＳＩＸ ＢＥＡＴ）が４分０５秒８０の日

本記録で優勝している。 

 

男子ビーフィンリレーは大接戦 

 

 男子４×５０ｍビーフィンリレーは、３位までが日

本記録という好レースだった。 

 優勝したＡＴＨＲＡの第１泳者長谷川雄太は、初め

て１９秒を切る１８秒８０という日本記録を樹立して

引き継ぎ、深野裕輔、服部龍哉に続いて、アンカーは

この日、ビーフィン５０ｍでユース日本記録を樹立し

た小島辰哉。これまでの記録を４秒以上も短縮した１

分１９秒０１という新記録だった。２位Ｄｅｌｆｉｎ

ｏは１分１９秒６７、３位アックアセレーナ１分２４

秒４４。 

 男子ビーフィンでは、２５ｍ、５０ｍ、１００ｍの

３種目で森野大輔が優勝した。森野は中国・煙台で開

催されたワールドカップ・ゴールデンファイナルで初

めて国際大会を経験し、記録を伸ばしてきている。 

 男子ビーフィンでは、長谷川雄太率いるＡＴＨＲＡ

の小島辰哉が５０ｍと４００ｍでユース日本記録を樹

立しており、ビーフィンリレー優勝にも貢献している。 

 

池口貴雄が３種目で優勝 

 

 池口貴雄（ＮＡＩＡ）が、アプニア２５ｍ、５０ｍ、

サーフィス５０ｍの３種目で優勝した。男子スプリン

トは、どのレースも接戦が続き、ゴール後に電光掲示

板の表示があって初めて結果がわかるというレースも

あった。 

 そんな中で、サーフィス１００ｍでは、長谷川雄太

が３７秒６９というタイムで圧勝した。５０ｍでリー

ドした長谷川は、その後も大きく差を広げての優勝だ

った。池口は２位で３９秒１１、増田恒幸（ＮＬＳ）

が３９秒６７で３位となり、３人が４０秒を切るとい

う結果となった。 

 

尾形蘭 

サーフィス１００ｍで大会記録 

 

 女子サーフィス１００ｍでは、尾形蘭（Ｏｒａｎｇ

ｅ）が４４秒０１の大会記録で優勝し、貫禄を示した。

２位の山岡明奈（アックアセレーナ）は、サーフィス

２００ｍで優勝している。サーフィス５０ｍで優勝し

た藤巻紗月は、３位だった。 



男子アプニア５０ｍで大歓声 

 

 昼休みごろから、アッププールでもくもくとターン

の練習を繰り返す１人のフィンスイマーがいた。 

「誰？」と思いながら、選手たちは自分のレースに備

えて、ウォーミングアップを行ない、レースに挑んで

いたが、男子アプニア５０ｍの２組目、８コースに登

場した選手に大歓声があがった。オードリーの春日さ

んだったのだ。  

炎の体育会ＴＶで、藤巻紗月に挑戦する芸人さんた

ちは、対決に備えて、フィンスイミングのトレーニン

グを続けている。競泳の経験がある芸人さんだが、対

決種目であるアプニア５０ｍ（長水路）となると、初

めてのモノフィンに悪戦苦闘しながら、練習を重ねて、

対決を迎えるのだ。春日さんはトレーニングの一環と

して大会への出場を希望し、大会出場となった。しか

し、今回は短水路での大会であり、アプニア５０ｍに

はターンが必要。モノフィンを装着してのターン練習

が足りず、大会当日まで、練習を続けていたのである。

結果は見事にターンも成功して２３秒５４という記録。

長水路でのフィンスイミング対決では、ターンの必要

はなく、泳ぎに専念できるはず。藤巻との対決の結果

はいかに？ 

 

大会終了後に体験会＆練習会 

 大会終了後のプールで、フィンスイミング体験会と

日本代表選手によるユース選手の練習指導が行なわれ

た。 体験会では、参加者が初めてモノフィンを装着

して泳ぎ、そのスピードを体感できたようだ。 

またユース選手には、日本代表選手が、フォームの

アドバイスをしたり、スタートを撮影して注意したり

といった、日頃では経験できない練習が行なわれ、大

会出場で疲れているにもかかわらず、熱い練習が行な

われていた。

大会の結果は各団体に送付しております 



＜事務局だより＞      ☎03‐3222‐1192 Fax 03‐6427‐0127 

ユース強化練習会 

 ユース強化指定選手の認定を受けた選手を対象にし

た練習会を代々木インドア50で開催しています。所

属団体からユース強化指定選手への推薦をしていただ

き、ユース強化委員会で認定された選手の参加が可能

です。強化練習会、強化合宿、またワールドカップへ

の派遣等も行なっていますユース強化指定選手につい

ては、事務局までお問い合わせください。 

 

会場 代々木インドア 50プール 

日程 

4月15日  11：30-13：30  

4月29日  11：30-13：30  

5月20日  11：30-13：30  

6月 3日   11：30-13：30  

6月17日  11：30-13：30  

6月24日  11：30-13：30  

7月1 日  11：30-13：30  

8月5 日  11：30-13：30  

9月2 日  11：30-13：30 

9月16日   11：30-13：30  

 

集合は練習開始30分前です。 

参加者は事前に連絡してください。 

 

 

ホームページで練習会を探そう！ 

ビジターの受け入れをしているチームで、いつもと

違うメンバーと練習してみませんか？またフィンスイ

ミングの体験会、あるいは初心者指導を行うチームや、

水泳教室などのホームページを紹介。 

 

Delfino（デルフィーノ） 

http://homepage2.nifty.com/delfino/ 

日本選手権大会で総合優勝している強豪チーム。辰巳

国際水泳場、代々木インドア５０で練習。 

海洋哺乳類研究会        

http://www.kt.rim.or.jp/~ritsuro/kaihoken/ 

プールでの練習会のほかに、夏になると御蔵島でイル

カと泳ぐ活動も活発。 

Orange Fin swimming Club （オレンジ） 

http://home.att.ne.jp/wood/hafadai/orange/pc/ 

千葉国際水泳場、辰巳国際水泳場で練習会。 

SPLASH            

http://www.h5.dion.ne.jp/~splash98/ 

横浜国際プールで練習会。 

八王子FSC           

http://www.ac.auone-net.jp/~hatifsc/index.htm 

相模原グリーンプールで練習会。 

W.B.F            

http://www.geocities.co.jp/wbf_japan/team_wbf.ht

m 

横浜国際プールで練習会。 

SSS（スリーエス）      

http://homepage1.nifty.com/finswimteam_SSS/ 

愛知県で活動するチーム。体験は随時受け付け中。 

STREAM          

http://www.geocities.jp/jusfstream/newpage1/ 

名古屋周辺で活動中。 

関西でフィンスイミング  

http://blog.livedoor.jp/finswimming/ 

関西で活動するチーム（夢鯨団、関西鰭泳会、クリオ

ネ、ゴッドフェニックス）の情報。練習会日程で体験

可能。 

Aty Swimming       

http://www.aty-swimming.com/index.html 

初級から上級までのビーフィン教室を開催。 

NAIA            

http://www5.ocn.ne.jp/~naia-fst/index.html 

2010年結成のチーム。横浜国際プール、相模原グリー

ンプールで活動。 

ATHRA                       

http://athraracingteam.cocolog-nifty.com/blog/ 

2010年結成のチーム。東京、神奈川で練習会開催。 

 

 

この他にも神奈中スイミング（平塚、秦野、小田原）、

田園スイミング（川崎・宮崎台）では、ユースを中心

にフィンスイミングに取り組んでおり、オアフクラブ

綱島にはフィンスイミングコースがあります。ＵＬＳ

スイミング（http://homepage3.nifty.com/uls-ss/）

では、小中学生を対象に水中スポーツクラスという設

定で、フィンスイミングや水中ホッケーを行っていま

す。またメガロスには、大人向けのプログラムに「は

じめてフィンスイム」というコースが設定されていま

す。もしお近くにチームや施設が見あたらない場合は、

日本水中スポーツ連盟事務局までお問い合わせくださ

い。 
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第２４回フィンスイミング日本選手権大会は 

横浜国際プールで５月５日～６日開催 

 

※日本選手権大会における水着ルール 

 

開催要項と一緒に国内大会における以下の規定を発

表しています。 

 

〔水着に関する国内規定〕 

①オープンウォーター競技を除き、ネオプレーン

を使用した水着の着用は禁止する。（参考：2008

年CMAS競技規則2.3.3.5） 

②水着の素材を問わず、筋肉補正等のためにパネ

ルやテープを貼り付けた仕様の水着の着用は

禁止する。 

③本規定は、CMAS公認種目（サーフィス、アプニ

ア、イマージョン、CMASビーフィン）において

有効とする。（CMASビーフィン以外のビーフィ

ン種目は対象外） 

 

 形状については、フルボディの全身型水着は使用で

きます。ロングスパッツも使用可能です。ただし、レ

ーザーレーサーのようにパネルを貼り付けたもの、テ

ープを貼り付けたものは使用できません。 

現在市販されているFINA公認の水着は使用できま

す。 

 ただし、以上は国内のフィンスイミング大会におけ

るルールです。国際大会に参加する場合は、CMAS（世

界水中連盟）の水着ルールが適用されます。国際大会

に参加することが決定した選手には、CMASルールに

則った水着を用意していただくことになることをご了

承ください。 

（事務局より参加者に水着の国際ルールについて説明

します） 

 

※スノーケルの内径 

スノーケルの内径について、CMASルールが変更さ

れました。2012年1月より、CMAS競技規則が改正され

ており、国内大会においても、同競技規則に沿った対

応とします。すなわち、スノーケルは、直径 1.5cm以

上、長さ43cm以上48cm以内となります。 

細すぎるスノーケルは使用できないことになりま

すので、ご注意ください。 

 

 

 

 

２０１２年度の国際大会予定 

 

第１２回フィンスイミングユース世界選手権大会 

７月１４日～２１日 オーストリア・グラーツ 

 

第１３回フィンスイミングアジア選手権大会 

１１月５日～１０日 ベトナム 

 

Australian OPEN Fin Swimming Championships 2012 

９月８日～９日 オーストラリア・ 

シドニーオリンピックパーク 

 

CMASワールドカップ・ゴールデンファイナル 

９月２７日～１０月１日  

エジプト・アレキサンドリア 

 

２０１２年度の国内大会予定 

 

第２４回フィンスイミング日本選手権大会 

５月５日～６日 横浜国際プール 

 

湘南オープンウォーター２０１２ 

８月２６日 フィンスイミングの部２・５ｋｍ 

湘南海岸（七里ヶ浜⇒片瀬東浜） 

 

フィンスイミング学生選手権大会 

１０月２８日 相模原グリーンプール 

 

第２１回フィンスイミング短水路日本選手権大会 

１２月１６日 千葉国際総合水泳場 

 

第８回フィンスイミング関東オープン結果 

  

４月上旬に結果の冊子を団体代表に送付する予定で

す。 


