
 参加選手感想  

関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校    ２２２２年年年年    崎尾崎尾崎尾崎尾 奈美奈美奈美奈美（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

今回の高体連の練習会に参加させて頂いて今までみたことがなかった自分の水中の中でのフ

ォームを水中カメラを使って撮っていただいたり普段試合でしか会わない、速い友達と一緒

に練習できたり色々な先生方からアドバイスをいただいたり本当に普段の練習ではできない

いい経験がたくさんできました。練習は自分より速い人がたくさんいて回ることができなか

ったショートサークルとか体乳酸系の練習もたくさんあっありしてとてもしんどかった部分

もあったけど横の人とタイムを競いながらできたのでとても頑張れたし本当に内容の濃い練

習ができたと思います。レベルが高い人ばっかりだったから今までも思ってたけどより一層

速くなりたいって思えるようになりました。ミーティングでも精神面に関することや技術に

関することなど色々と水泳をしていてためになることがたくさんありました。もう高校ラス

トシーズンなので絶対に個人でインハイに出場して決勝を目指せるような選手になり JO よ

り上の JAPANOPEN や JAPAN のような全国大会に一つでも多く出場したいです。半年間

という長いようで短かったですがお世話になったたくさんの先生方本当にあり 

がとうございました。 

    

桜宮高校桜宮高校桜宮高校桜宮高校    １１１１年年年年    寺田寺田寺田寺田    直史直史直史直史（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

とうとう半年間の強化練習会が終わりました。長いようでとても短い半年でした。その中で

僕自身とても成長した部分が沢山ありました。練習に望む意欲であったり目標を持って練習

に励むといった精神面の成長が自分の中では大きかったと思います。これから先もしんどく

て練習が嫌になったりしてもこの強化練習で学んだことを忘れず目標に向かって頑張ってい

きます。人から応援されるような素晴らしい選手になります! 

この練習会に携わって頂いた先生方、色々な方々,施設への感謝の気持ちを忘れずにこれから

も泳ぎ続けます。 

    

関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校    ２２２２年年年年    木曽木曽木曽木曽    友絵友絵友絵友絵（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

今終わって思い返してみるととてもしんどかった事ばかりがでてきます。しかししんどいな

がらも得る事は多くとても充実した練習会になりました。 

練習会では水泳の事はもちろん、生活面などの指導もしていただきました。人に伝わる挨拶

をすることなど本当に基本的な事ですが、水泳をする以前に人として大切な事を教わりまし

た。 

チームメイトともとても仲良くなる事ができ、一つのチームとして一丸となりました。これ

から夏を迎えるにあたって一緒に練習してきた仲間としてまたライバルとして闘っていきた

いです。 

指導してくださった先生方や私達を裏でサポートして下さった方々に感謝の気持ちでいっぱ

いです。恩返しするためインハイに出場できるようにこれからも頑張っていきます。 

    



梅花高校梅花高校梅花高校梅花高校    １１１１年年年年    藤本藤本藤本藤本    亜彩樹亜彩樹亜彩樹亜彩樹（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

強化練習会に参加して色んなことを経験しました。練習面では、自分１人だけ練習に着いて

いけないこともありました。自分より速い人と練習して自分の考えの甘さ、メンタル面の弱

さ、練習の弱さに気付く事が出来ました。先生に泳ぎの事について聞くとストレッチの事や

筋トレの事まで丁寧に教えてくださいました。 

生活面では、出来て当たり前の挨拶が言われると全然出来てないことに気付きました。 

ミーティングでは、泳ぐ理由やフォームチェックなど普段あまり考えない事や気付かない事

を考える時間があり、貴重な時間を過ごす事が出来ました。 

強化練習会で気付いた事、教えていただいた事を活かして夏に向けてしっかり練習し、イン

ターハイに出場したいです。 

強化練習会に参加できて本当によかったです。ありがとうございました。 

    

天王寺天王寺天王寺天王寺高校高校高校高校    ２２２２年年年年    大町大町大町大町    香菜子香菜子香菜子香菜子（（（（個人個人個人個人メドレーメドレーメドレーメドレー））））    

私はこの高体練の練習会に参加させていただいて学んだことがたくさんあります。 

挨拶の大切さや、気持ちの持ち方ひとつでタイムが変わることや、私の精神面の弱さなど、

水泳の技術はもちろん、毎日の生活面で大切なことをたくさん学ぶことができました。 

実際にしんどい練習のときもみんなで声だしをすると自然とやる気が湧いてきたし、みんな

頑張っているんだから私も負けていられない、勝負してやるぞという気持ちも出てきました。 

声だしすることは本当に大切なことだと思ったので私は私の高校でもみんなが実のある練習

をするために積極的に声だしをしようと思いました。 

それから、50mプールで泳ぐ機会はあまりないのでとても貴重な経験になりました。試合の

ときの緊張感も少し味わうことができたと思います。 

練習はしんどかったけれど練習がしんどいからこそ、その後のホテルで友達と話す時間がも

っと楽しく感じれたんだと思います。 

坂口さんに話していただいた言葉の中で「継続は力なり」という言葉がすごく私の頭の中に

残ったので、これから継続的に泳いで、インターハイという舞台できちんとベストを出して

これるような選手になりたいと思います。 

この練習会のメンバー全員が今年のインターハイで顔を合わせられたらいいなと思います。 

本当に練習会に参加することができてよかったです。 

この経験を活かしてこれからの将来に役立てたいと思います。 

    

羽衣羽衣羽衣羽衣学園高校学園高校学園高校学園高校    １１１１年年年年    斉藤斉藤斉藤斉藤    亜実亜実亜実亜実（（（（バタフライバタフライバタフライバタフライ））））    

半年間、高体連の強化練に参加させていただいて、本当に良かったと思います。高体連の強

化練は、いつも試合で隣で泳ぐ人たちと一緒に練習をして、しんどい時もみんなで声を出し

て、普段のスイミング練とは全然違いました。練習が本当に弱い私でも、高体連の強化練で

は頑張ることが出来ました。そしてスイミング練に戻った時、高体連で出来たことが自信に

なって、また頑張ることが出来ました。強化練に参加するたびに、少しずつですが成長でき



たと思います。また、水泳面だけでなく他にもたくさん学ぶことがありました。挨拶をきち

んとすることなど、当たり前のことですが出来ていなかったことに気付き、礼儀を教えてい

ただきました。Osakaジャージも何も考えずに着ていましたが、段々と大阪を背負っている

という自覚を持ち、恥ずかしくない選手になろうと思うようになりました。そして、半年間

一緒に頑張ってきたメンバーと仲良くなれたことも嬉しかったです。最後の鈴鹿合宿も、こ

れで最後だと思うと本当に寂しく思いました。全員が自分の目標を達成して、また今年の夏

のインターハイで集まりたいです。そして、二年生でも高体連のメンバーに選ばれるよう 

に頑張っていきたいです。ご指導してくださった先生方、練習場所を貸してくださった桜宮

高校さん、一緒に頑張ってくれたメンバーなど、たくさんの支えに感謝の気持ちでいっぱい

です。高体連で学んだことを、学校やスイミングでも伝えていきたいと思います。本当にあ

りがとうございました。 

    

大塚高校大塚高校大塚高校大塚高校    １１１１年年年年    木野木野木野木野    和樹和樹和樹和樹（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

僕はこの半年間の強化練習会を思い返ってみると、練習はとても辛かったです。でも、スイ

ミングスクールでは教えてもらえない、水泳の考え方などを沢山教えて頂きました。そして、

自分よりもベストタイムが早い人達と一緒に練習をしてきて、自分の弱い所が出てきました。

そして、一番勉強になったことは、一回一回の練習に対する意識が完全に変わったと思いま

した。この強化練習会に参加して本当に良かったと思いました。ありがとうございました。 

    

大阪信愛女学院大阪信愛女学院大阪信愛女学院大阪信愛女学院高校高校高校高校    １１１１年年年年    杉田杉田杉田杉田    まりまりまりまり（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

強化練習会メンバーが初めて集められたころ、私は不調でした。7 月末に沖縄 IH 出場を決

め、ほっとしたのか 8月以降試合で思うようにタイムが出ず、疲れた感じがつねにありまし

た。水泳歴が浅い私には、初めての苦しい時期でした。 

そんな中、強化メンバーに選ばれて私は 2つの目標を決めました。 

夏の連戦に負けない体力,泳力をつける、100フリーに強く速くなる。 

それらをあたまに、練習メニューやトレーニングをがんばったつもりですが、正直、足りな

かったな、と思う所もあります。 

よかった点、反省点、先生方にミーティングや練習中に教えていただいたことを活かしなが

ら、これからの練習、トレーニングをがんばり、それが新シーズンにいい結果として表れれ

ばいいな、と思います。 

中道先生に言われました。「ショートは 50キックで 35秒でいけるようにならないと！」 

これをひとつの目標として練習をし、足腰を強化しようと思います。(4月から電車通学をや

めて自転車で学校、SCまで走ります。) 

最後に、私は今夏 IH と JO に出場して、いずれは日本選手権に出場できる選手になろう、

と思います。 

今回、高体連の練習会に参加して、いつもと違う環境で練習出来て良い経験になりました。

強化練習会の先生方、お世話してくださった桜宮、常翔、鈴鹿 SG の方々、ありがとうござ



いました。 

    

千里青雲千里青雲千里青雲千里青雲高校高校高校高校    １１１１年年年年    永島永島永島永島    志志志志（（（（個人個人個人個人メドレーメドレーメドレーメドレー））））    

私は今回初めて強化練習会に参加して、いろいろな事を得ることができました。その中でも、

とくに雰囲気の大切さが改めてわかりました。私はしんどい練習がくると、心が折れてしま

うことがよくありました。頑張ろうと思ってもしんどさに負けて妥協してしまうこともあり

ました。それがこの強化練習会では、みんなインターハイやその決勝を狙う人ばかりなので、

１人１人の意識が高く緊張感があり、自然に頑張ろうと思えて、心が折れることなく頑張る

ことができました。いつもなら心がおれてしまうようなしんどい練習も最後まで気持ちを強

く持って泳ぐことができました。 

同じ学校にはＩＭ専門の人がいません。だから、この強化練習会で同じ種目の人と競い合う

ことができ、すごくいい練習ができました。強化練習会のあとは、みんな各学校に戻るので、

ばらばらになってしまいますが、常にライバルを意識して、気持ちを強く持ち続け、夏の大

会に向けて頑張ります。  

本当に強化練習会に参加することができてよかったです。 

    

常翔学園常翔学園常翔学園常翔学園高校高校高校高校    １１１１年年年年    荻本荻本荻本荻本    雄樹雄樹雄樹雄樹（（（（個人個人個人個人メドレーメドレーメドレーメドレー））））    

僕はこの強化練習に参加できて、かなり成長ができたと思います。 

最初は自分の力で練習についていけるのかとても不安でした。 

けれど、友達と声を掛け合ったり、先生方に励ましてもらい協力することの大切さを学び苦

しい練習にも耐えることができました。 

他にも、ミーティングでは難しいフォームを映像などでわかりやすく説明していただいたり、

礼儀やマナーの大切さを教えていただきとても感謝しています。 

そして、最後の合宿では鈴鹿という最高の環境で練習させていただけて夏に向けて最高のス

タートをきれました。 

強化練習に参加できて本当によかったです。 

先生方ありがとうございました。 

    

千里高校千里高校千里高校千里高校    ２２２２年年年年    宮本宮本宮本宮本    将崇将崇将崇将崇（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

僕は昨年に引き続き、今年も高体連の練習会にさせていただきました。 

今、思い返してみると、たくさんのしんどい練習が頭に浮かびます。 

特に最後の合宿では、長水路での練習、さらに自分がディスタンスチームだったこともあり、

心が折れそうな場面がたくさんありました。 

それでも、最後まで頑張りきれたのは、この練習会で、来シーズンの目標に向けての覚悟が

より強いものになったのと、All Osakaというわずか半年だけのチームが、皆、自分の目標

に向けて強い意志を持って練習に打ち込み、声を出し合い、チーム一丸となれたからだと思

います。最後にはこのチームが終わってしまうのが名残惜しいほどでした。 



合宿中のミーティングでは、メンタル面や、泳ぎのテクニックの面、栄養面など、様々なこ

とを先生方に教えていただき、とても勉強になりました。 

さらに、僕はチームキャプテンを任され、とても貴重な経験をさせていただきました。チー

ムの中心となり、練習を引っ張って行くことは、とても充実感があり、自分が成長できたこ

と実感しています。 

このような機会を与えていただき本当に感謝しています。 

僕はこの All Osakaのチーム全員が来年度のインターハイで顔を合わせることができること

を願いつつ、練習会で学んだことを生かして自分の目標に向かって日々頑張っていきます。

多い時には１０人以上来て下さった先生方、また、自分を支えてくれている全ての人々に心

から感謝し、来シーズンに結果を残すという形で恩返しできるよう、頑張ります。 

この練習会に参加できて本当によかったです。半年間ありがとうございました。 

    

常翔学園高校常翔学園高校常翔学園高校常翔学園高校    ２２２２年年年年    黒川黒川黒川黒川    翔世翔世翔世翔世（（（（背泳背泳背泳背泳ぎぎぎぎ））））    

僕はこの高体連強化練習会に２年間参加させていただき、水泳のみならずたくさんの事を学

ぶ事ができました。 

生活の基本となる挨拶や礼儀、そしてメンタルな部分が昨年よりも成長できたと思います。 

ミーティングでも水泳に関するフォームやメンタルな部分、トレーニングの意義などを教え

ていただき、昨年よりもさらに知識の幅が広がりました。 

中京大の坂口さんの講習では、「継続は力なり」というお話を聞いて、続ける事の大切さを教

えていただきとても勉強になりました。 

練習面では、日頃学校やスイミングでは顔を合わす事がないメンバーと互いに切磋琢磨し刺

激のある練習ができ、最後の合宿では鈴鹿という JAPAN 選手も練習している長水路の素晴

らしい環境で練習することができて最高の形で強化練習会を終える事ができました。 

今年の夏にまたインターハイで高体連メンバーで顔合わせできるといいなと思います。 

お世話になった先生方に結果を出して恩返しできるよう今後もこの強化練習会での経験を生

かして練習頑張ります! 

この高体連強化練習会に参加して本当によかったです! 

２年間、先生方お世話になりました!本当にありがとうございました! 

    

三国丘高校三国丘高校三国丘高校三国丘高校    １１１１年年年年    鈴木鈴木鈴木鈴木    琢也琢也琢也琢也（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

今回の強化練習会で仲間の大切さを学びました。練習会は僕にとって非常に厳しいものにな

りました。周りのレベルがとても高くて、ついていけないことも何回もあって、もう練習に

行きたくないと思ったこともあります。でも、それでも最後の合宿までやりきれたのは仲間

の存在がとても大きかったと思います。きつい練習も声を掛け合うことでなんとか乗り越え

ることができました。練習に対する意識も大きく変わりました。最後の合宿は素晴らしい環

境で練習することができ、本当によかったです。この経験を今後に生かして目標であるイン

ターハイ出場目指して頑張っていきたいです。 



桜宮高校桜宮高校桜宮高校桜宮高校    ２２２２年年年年    浜崎浜崎浜崎浜崎    洋介洋介洋介洋介（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

2 年連続で強化練習会に参加させていただきありがとうございました。自分より速い人たち

と一緒に練習して競い合ったりするなど普段ではできないような経験かできました。練習中

ではみんなやる気がすごく、いつもとは違う環境の練習で自分も負けず頑張ろうという気持

ちが持てました。最後の鈴鹿での 3泊 4日合宿では、いつも短水でしか練習できなかったの

で長水で泳げるいい体験ができました。 

僕は昨年、中央大会で良い結果を残せず個人種目とリレーで近畿大会に出場することができ

ず悔しい思いをしました。だから今年の中央大会では良い結果を残してインターハイに行け

るように頑張ります。 

高体練でお世話になった先生方ありがとうございました。 

    

相愛相愛相愛相愛高校高校高校高校    ２２２２年年年年    栗山栗山栗山栗山    真由香真由香真由香真由香（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

高体連ではとてもお世話になりました。私は初めて参加させていただいて最初は不安ばかり

だったけど練習を重ねるごとに雰囲気などに慣れ、とても内容の濃い練習ができたと思いま

す。今の自分に足りていないものが何なのかより明確に知ることもできたし、練習のことだ

けではなく普段の生活での礼儀なども学ぶことができました。練習では質の高い練習をみん

なでしっかりと声を出して乗り越え、普段の学校では経験できない貴重な経験ができたと思

います。今まで自分に自信が持てなかったけど少し自信が持てるようになりました。今回の

強化でたくさんの人と刺激を仕合ながら楽しく泳ぐことができ、辛い時もみんながいるから

耐えることが出来たし、私も少しでもチームのために出来ることを考えることができました。

自分のことだけを考えるのではなく、チームのことを考えて行動することの大切さをとても

感じました。そして全ての練習が終わった時に改めて自分の目標を絶対に達成したいと思い

ました。この高体連での経験をしっかりと練習やレースに生かしていきたいと思いま 

す。本当にありがとうございました。 

    

関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校    ２２２２年年年年    奥西奥西奥西奥西    ちひろちひろちひろちひろ（（（（個人個人個人個人メドレーメドレーメドレーメドレー））））    

高体連の合宿に参加させていただき本当にありがとうございました。 

私は去年も参加させていただいたので、今年は 2年目の合宿でした。 

去年も感じたことですが、周りの人たちがとても速くて、自分に自信が持てなくなってしま

い、初めは自分の思うような練習が出来ませんでした。 

けど何回も練習しているうちに、そのようなことはなくなってきました。 

私の目指している目標は何なのかということを考えているうちに、こんな弱い気持ちじゃあ

かんと思えたからです。 

昨年の中央大会では２種目ともインターハイの制限を切ることが出来たのに、近畿大会で

400IMあと 0.5秒足りなくて切れませんでした。 

あの時感じた悔しさは今でも思い出すと涙が出るくらい、何にも変えることの出来ないほど

悔しかったです。 



だからもう絶対悔しい思いはしたくないので、去年以上に気持ちを引き締めてこの合宿の練

習に参加しました。 

私にとって一番印象に残っているのが、鈴鹿での合宿です。 

長水路で練習ができ、とてもキツかったけど、本当にいい経験が出来ました。 

この合宿を通して、前以上に意志が強くなったと思います。 

私を成長させていただいたことに、とても感謝しています。 

今年はラストシーズン。 

今まで私に携わっていただいた方々に、恩返し出来るように、絶対インターハイの制限を切

って、結果を残します。 

本当にありがとうございました。 

    

羽衣羽衣羽衣羽衣学園高校学園高校学園高校学園高校    １１１１年年年年    松村松村松村松村    あかねあかねあかねあかね（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

高体連の強化練習会に参加させて頂いて本当にありがとうございました。私は short の FF

チームで参加し普段のスイミング練習とは違った、とても良い雰囲気で練習は厳しかったで

すが、高体連のメンバーと一緒に練習できて良かったです。このメンバーがいたから厳しい

練習も頑張ろう！という気持ちになりました。最後の 3泊 4日の合宿では、地震で東日本が

たいへんな事になりましたが鈴鹿という、とても良い環境で練習させて頂き感謝しています。

最新式のスタート台を使わして頂いたり、長水路ならではのバーディカル Kをやったり、私

にとってプラスになる事ばかりでした。FF チームのポイント練習もチームが一緒になって

頑張り、また自分の目標設定タイムを越える練習も円陣を組み、泳ぐことは 1人ですがチー

ム全員で応援したりチームのメンバーがタイムをきれたら、自分の事のように喜んだりして、

とても良いチームになったと思いました。最終日のリレーも全チームでして、とても楽しか

ったです。先生方には水泳以外にも筋トレ、挨 

拶の事などたくさんの事を教えて頂きました。ありがとうございました。去年は納得のいく

レースが出来なかったので、今年は納得のいくレースをして、絶対笑いたいです。このメン

バー全員でインターハイに行けたらいいなと思います。高体連のメンバーとして練習できて

本当に良かったです。この努力を忘れずに、継続していきます。半年間、本当にありがとう

ございました。 

    

羽衣学園高校羽衣学園高校羽衣学園高校羽衣学園高校    ２２２２年年年年        松本松本松本松本    友理友理友理友理（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

私は２年間強化練習に参加することができました。強化練習はとてもしんどくて辛かったけ

ど、楽しいこともいっぱいありました。 

いつも試合でしか会わない子とも同じ場所で同じ練習ができて競い合ったりすることもでき

てすごい、いい経験ができて強化練習会に参加してよかったと思いました。 

最後の３泊４日の合宿は三重県の鈴鹿、長水路で練習することができてとてもうれしかった

です。みんなで練習をしたこと絶対に忘れません。そして、この強化で教わったたくさんの

ことをこれからも生かしてきけたらいいなと思います。去年行くことのできなかったインタ



ーハイ今年は制限タイムも上がったけど絶対、インターハイに行きます。 

半年間ありがとうございました。 

    

大阪成蹊女子大阪成蹊女子大阪成蹊女子大阪成蹊女子高校高校高校高校    ２２２２年年年年    中園中園中園中園    梨歩梨歩梨歩梨歩（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

高体連強化練習会に参加させてもらって、みんなとても速くて、改めて自分の弱さが分かり

ました。でも、dis&IMチームのみんなと一緒に練習が出来てとても良い刺激になりました。

たくさんコミュニケーションも取って、キツイ練習でも声を掛け合ったりすることで、最後

まで頑張る事が出来ました。 

また、桜宮高校や鈴鹿は、凄く良い環境で、美味しいご飯も作ってもらいました。色々な先

生方に練習を見てもらえて感謝の気持ちでいっぱいです。この感謝の気持ちを常に忘れず、

高体連で学んだ事を活かして、シーズンに向けて頑張っていきます。 

最後に、高体連に参加出来て本当に良かったです！ 

ありがとうございました。 

    

常翔学園常翔学園常翔学園常翔学園高校高校高校高校    ２２２２年年年年    廣瀬廣瀬廣瀬廣瀬    孝行孝行孝行孝行（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

僕は去年に引き続きこの高体連の練習会に参加させて頂きました。 

半年間の練習会を終えて振り返ってみると毎回の練習がとても充実していたなと思います。

同じ種目で自分よりも上のレベルの選手と隣で競い合いながら練習できることはほとんどな

いので、ハイアベの時やデータの時は特に試合のような緊張感を持ちながら集中して練習す

ることができました。強化練習会だからこそここまで高い意識の中で練習できたのだと思い

ます。またこの練習会の中で自分の自信になったことも沢山あり、夏に向けて気持ちを高め

るきっかけにもなりました。 

この練習会で得たものをこれからも活かして練習に取り組み、夏は『インターハイ優勝』を

狙います。 

最後にこの練習会に参加させていただいて本当にありがとうございました。 

    

大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校    １１１１年年年年    宮竹宮竹宮竹宮竹    歩歩歩歩（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

私はこの半年間の強化練習会を通して沢山のことを学び、知り、感じました。 

まず、ＩＨ出場という同じ目標を持った仲間と練習することで普段ではできない内容の濃い

練習を高い質でこなすことができました。また逆に、自分の弱さが見つかる時もありました。 

最後の鈴鹿合宿では同じディスタンスの先輩方は日に日に強くなっていくのに対し、私は日

に日に疲れがたまっていく一方で満足のいく練習をすることができなくて悔しい思いをしま

した。 

今までなら多分、疲れているから仕方ないとか自分に限界を作るような言い訳をして満足し

ていたかもしれないけれど今回は違いました。皆と同じように疲れが溜まっているはずなの

にタイムをどんどん上げる選手を見て、強い選手はどんな時でも気持ちや体力の面で強いの

だと思い、自分はまだまだ弱いなと感じました。 



先生方に泳ぎを教えて頂いたことも含めてこれからの練習で少しずつ改善し、活かせていこ

うと思います。 

また合宿での集団生活、ミーティングでの先生の話などを通して水泳選手である以前に人と

して大切なことを学びました。 

このような良い環境で練習会、合宿が行えたのは当たり前のことではなく沢山の人の支えや

協力があったからだと改めて感じ、同時に感謝することの大切さを知りました。 

他にもこの練習会だからこそ学ぶことができたことが書ききれないほど沢山あります。 

この半年間の練習会は毎回の練習が普段以上に充実していてとても貴重な経験になりました。

ありがとうございました。 

    

大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校    １１１１年年年年    斉藤斉藤斉藤斉藤    沙也香沙也香沙也香沙也香（（（（バタフライバタフライバタフライバタフライ））））    

初めて高体連の練習に参加させていただいて、たくさん学ぶ事が出来ました。 

練習についていけるかとても不安だったけど、細かい所まで泳ぎを注意していただいたり、

速い方と一緒に練習が出来て自分の弱い部分がたくさん見つかりました。しんどい練習だっ

たけど終わった後達成感が凄くありました。この時期に鈴鹿というとても環境がいい所で合

宿ができ感謝の気持ちでいっぱいです。鈴鹿の合宿では私が苦手な長水でした。でも去年は

個人でインターハイが出場できなかったので今年は個人で出場したいという目標をもって練

習しました。 

この高体連で学んだことを夏に繋げて行きたいです!!! 

いろんな学校の方と喋る事ができたり、練習ができて楽しかったです!! 

半年間ありがとうございました。 

    

箕面箕面箕面箕面高校高校高校高校    ２２２２年年年年    藤岡藤岡藤岡藤岡    裕樹裕樹裕樹裕樹（（（（バタフライバタフライバタフライバタフライ））））    

この練習会に参加して自分は何倍にも成長出来たと思います。自分より数倍速い人と競いな

がらの練習は普段とは違う雰囲気でした。気持ちの面でも自分の目標に対する思いは強くな

りました。練習以外でもあいさつなど感謝するということが大切だと改めて感じました。高

体連の先生方、短い間でしたがありがとうございました。 

    

大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校大阪信愛女学院高校    ２２２２年年年年    南野南野南野南野    志帆志帆志帆志帆（（（（背泳背泳背泳背泳ぎぎぎぎ））））    

私は今回の強化練習に参加させてもらって、去年よりたくさんのことを教えてもらいました。

去年は初めてだったけど今年は 2回目だったので泳ぎ方を考えながら練習できたり去年より

遅くなったメニューもあったりしたけど、できるようになったことや挑戦しようと思うこと

が増えたりしてちょっとは成長できたんじゃないかなと感じました。最後の鈴鹿での三泊四

日の合宿ではとてもいい環境で練習することができました。普段できない長水練習で同じパ

ートの人たちと声を掛け合いながらがんばることができました。 

この強化練習会で教えてもらったことをいかしてラストシーズン後悔しないように頑張りた

いと思います。 



大阪成蹊女子大阪成蹊女子大阪成蹊女子大阪成蹊女子高校高校高校高校    １１１１年年年年    高橋高橋高橋高橋    麻衣麻衣麻衣麻衣（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

高体連の練習会に参加させていただいたことで練習以外にも多くの経験ができました。基本

的なあいさつ、礼儀、練習中の声出し、ちょっとしたことでチームの雰囲気が良くなること

がわかりました。 

普段の練習なら諦めてしまうようなメニューでも、ライバルと隣で泳がせてもらうことで刺

激になり負けられないと思え最後まで集中して練習することができました。 

また、それが自信のつく練習になりました。 

この半年間の練習では怪我で泳げない時期もありました。でも高体連で先生方が一対一でト

レーニングを教えて下さったり声をかけてくれたりしたので目標も見失わずこれまで以上に

水泳を楽しんで前向きに取り組むことができました。 

この感謝の気持ちを結果で表して恩返しができるような練習をしていきます。 

半年間本当にありがとうございました。 

    

春日丘高校春日丘高校春日丘高校春日丘高校    ２２２２年年年年    小畠小畠小畠小畠    菜緒菜緒菜緒菜緒（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

私は強化練習会に参加させてもらい、本当に良かったと思います。 

練習会はやはりとてもきつくしんどいもので、自分の練習の弱さや気持ちの弱さに気づかさ

れもしました。けれど普段とは違う、いつもライバルの人と同じ練習をすることで「負けた

くない！」と思えて一層頑張れたり、また声出しをすることで皆で盛り上げて練習して頑張

れたり…今まで経験してきたスイミングの練習とはまた違う、「高体連ならでは」の練習をす

ることが出来ました。 

練習会で一番感じたのは「気持ち次第で泳ぎは変わる」ということです。前向きに練習に取

り組むと、どれだけしんどくてもタイムはついてくる。いつもだと妥協してしまいそうな中

で、前向きに練習に取り組むとやはりタイムも泳ぎも違ってきました。練習会でそういった

メンタル面も鍛えることが出来ました。 

思えば強化練習会はしんどかったけれど、たくさんの仲間と共に練習出来たものことや自分

自身の成長など、得るものはとてもたくさんありました。練習会で身につけたことを今シー

ズンで生かし、「インハイ出場」を果たしたいと思います。最後に、指導をしてくださったた

くさんの先生方やまた桜宮高校さん、本当にありがとうございました。 

    

関西大学第一関西大学第一関西大学第一関西大学第一高校高校高校高校    １１１１年年年年    津川津川津川津川    幸久幸久幸久幸久（（（（平泳平泳平泳平泳ぎぎぎぎ））））    

強化練習が始まって最初の練習会では設備の整った環境で自分の身体能力をはかることがで

きました。普段知ることのできない自分の能力、反射神経、肺活量、パワー等いろいろなこ

とを知ることができ、自分と他のメンバーを比べて足りないところ、優れているところを知

ることができ、「自分の体を鍛えていこう！」という意欲を改めて奮い立たせることができま

した。それからの数回に渡る練習に加え、3 回の合宿もありましたがどの練習もその意欲を

持ったまま、こなすことができました。特に、最後の 3泊 4日の日程で行われた鈴鹿合宿で

はチームのメンバーとの絆をより深め、厳しい練習にも楽しく取り組めました。練習が厳し



いことには変わりありませんが、気持ち一つで乗り切ることができました。今、全ての練習

を終えて、この強化練習会に参加するまえよりも自信を持つことができています。つらい練

習を乗りきったことで大きな自信がつき、次の試合では絶対にベストをだせる気しかしない

です！この強化練習会に参加させていただいて自分をより成長させることができ本当によか

ったです。 

    

関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校関西大学第一高校    １１１１年年年年    川内川内川内川内    春佳春佳春佳春佳（（（（バタフライバタフライバタフライバタフライ））））    

この強化練習会で大阪の各学校から集まった人達と質の高い練習が出来て、とても良い経験

になりました。水中撮影では自分のフォームを研究したり、今までしたことのない過酷な練

習をして一回り成長出来たと思います。 

３月の鈴鹿合宿では感謝するという大切さを改めて教わりました。合宿直前に東日本大震災

が起こり、私は毎日泳ぐ環境があるといった普段当たり前の事に感謝する気持ちが必要だと

気付きました。また挨拶などの礼儀や仲間の大切さも学ぶ事が出来ました。 

この強化練で教わったことを活かし、夏に良い結果を残せるように頑張っていきたいです。

本当にありがとうございました。 

    

天王寺高校天王寺高校天王寺高校天王寺高校    ２２２２年年年年    中辻中辻中辻中辻    雄哉雄哉雄哉雄哉（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

今回で高体練の練習会への参加は２度目になります。一年生で参加した時は、練習について

いくのが精一杯という所があり練習一つ一つの意味を考えて泳ぐということに、あまり気を

使えなかった点がありました。しかし、二年生となって参加すると、上級生だという自覚を

持つこと、練習の意味を一つ一つ考えてこなすこと、より高い技術、力を求め続けることな

ど、練習会においてのみではなく普段の生活、練習にもプラスとなる心構え、姿勢を持つこ

とができるように少しはなったのかなと思い、自分の成長を感じることができました。 

２０１１年となってからの１月２月はとても忙しく、試合でもなかなか良いタイムが出ずに

苦しい思いをしていたのですが、その時でも前を向いて練習に臨むことができて、それがで

きるだけの精神力がついたのも練習会で友人達から受ける刺激のおかげという部分が大きい

のではないかと思っています。 

特に最後の合宿では、礼節の面で叱られ、当たり前のことが当たり前に出来ていなかった自

分を恥ずかしく思い、その時から挨拶をきちんとするということに凄く気をつかうようにな

りました。合宿が終わってからもこの心がけを続けています。高体練の先生方には競技面だ

けではなく、人間的な面で非常にためになることを沢山教えて頂きました。 

それらをこれからの自分の生活に生かし、水泳人生最後の夏に良い結果を残し、最高の形で

今まで支えて下さった先生方、スイミングスクールのコーチの方々、友人、そして両親に恩

返しをしようと思います。ありがとうございました。 

    

茨木高校茨木高校茨木高校茨木高校    ２２２２年年年年    櫛田櫛田櫛田櫛田    夏織夏織夏織夏織（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

私は今年も高体連に参加させていただきました。 



昨年の夏に２年ぶりのベストを出そうと、練習も本当に頑張ったのですが、結果は全くで、

その現実が受け入れられず、それ以降、水泳に真剣に打ち込む気持ちが起こりませんでした。 

なので、私の中では高３の最後の夏は楽しく泳げればいいや、と正直思っていました。 

ですが、最後の鈴鹿の合宿で、練習のやり直しを通して「練習に対する覚悟」の大切さを先

生方から教えていただきました。 

インターハイを狙うには今のままでは不可能なことも分かりました。 

この高体連の合宿を通して礼儀のなっていない自分をも知りました。今後は礼儀正しい人間

性の高い選手を目指して頑張ります。 

この二年間の練習を通してお世話になった先生方、本当にありがとうございました。この夏

こそはしっかり結果を出します。 

    

三国丘高校三国丘高校三国丘高校三国丘高校    ２２２２年年年年    山田山田山田山田    尚輝尚輝尚輝尚輝（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

僕はこの高体練に「インターハイ決勝進出」という目標を持って参加させていただきました。

そしてここでとても大切なことを学びました。それは感謝することです。もちろん、予想し

ていた通り、練習は厳しく、体力・技術力ともに向上しましたが、僕にはそっちの方が強く

印象に残っています。先日起こった東日本大震災によって被災された人達は水不足が悩まさ

れている中、自分達は大量の水を使って練習できる環境に対して。また、レベルの高い志を

持っているメンバーと共に練習できることに対して。さらには忙しいにも関わらず熱心に練

習をみて下さる先生方に対して感謝をすること、さらには感謝できることがどれほどすばら

しく、恵まれていることかを学ぶことができました。本当に良かったと思います。もうすぐ

シーズンですが、ここでの経験を活かして目標に向けて練習し、また日々の生活にも活かし

ていきたいと思います。ありがとうございました。 

    

桜宮高校桜宮高校桜宮高校桜宮高校    ２２２２年年年年    上川路上川路上川路上川路    明子明子明子明子（（（（自由形自由形自由形自由形））））    

今回強化合宿に参加して、練習はとてもしんどかったけどそれ以上に学べるものが多かった

し、楽しかったです。練習は周りのみんなが自分より速い子ばかりだったのでついていくの

に精一杯で、頑張ってないと思われるような練習もあったと思いますが、自分の中では限界

なぐらい頑張っていました。練習のタイムとしては現れませんでしたがこれからのレースの

結果で表したいと思います。 

苦しい練習を一緒に乗り越えた友達もたくさんできて、これからの自分にプラスになること

ばかりだったので自分に生かしていきたいと思いました。 

今回この合宿に参加させて頂いて本当にありがとうございました。 


