
学校法人 長養寺学園 天満幼稚園
園 長　舎人　きぬ

〒464-0095 名古屋市千種区天満通1-46　TEL052-711-8255

環境機器設計施工　有限会社 辰巳機工
代表取締役　伴野　泰申

TEL052-509-5666／FAX052-509-5667

宗教法人　長 養 寺（天台宗）
代表役員　舎人　経昭

〒464-0095 名古屋市千種区天満通1-46　TEL052-711-8255

株式会社　カミヤマ　代表取締役　神山　明彦
〒451-0042 名古屋市西区那古野一丁目21番14号

TEL052-565-1118／FAX052-565-1054

弁護士法人　アーヴェル　弁護士　佐藤　正和
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2-2-7 丸の内弁護士ビル201

TEL052-209-5547

税理士法人 おおぞね会計　代表役員　岡村　芳恵
〒461-0040 名古屋市東区矢田一丁目７番43号アイキシティビル2F 

TEL052-722-7221／FAX052-723-0570

2022年度「シンポジウム」「顕彰・表彰式」

2022年11月６日（日）：名古屋観光ホテル

2022年度　公益事業

NTPホールディングス株式会社　医療法人 優心会　株式会社 RICHE BONDO
株式会社 イーマックス　株式会社 スウイズ　合同会社 RICHE BONDO MS

名　　　称：公益財団法人　国際水泳殿堂・アジア
設　立　日：1992年（平成　4年）8月19日
移　行　日：2014年（平成26年）4月　1日
代　表　者：代表理事　舎人　経昭
基 本 財 産：184,000,000円
その他財産：　47,993,000円
本　　　部：〒464-0095　名古屋市千種区天満通1-46

代表理事

業務執行理事

理 事

理 事

理 事

舎人 経昭

竹田 幹夫

菅原 宣彦

平石 貴久

酒井麻里絵

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

評 議 員

川村 俊五

上里 修司

藤城 弘幸

伴野 奉申

舎人 久子

評 議 員

評 議 員

評 議 員

監 事

監 事

名木 浩一

福井 啓介

長谷川 勝

武藤 龍治

磯部 　正

アンブレラ株式会社
代表取締役　前野　英樹

〒461-0005 名古屋市東区東桜一丁目14-44　TEL052-680-9958

公益財団法人 国際水泳殿堂・アジア 公式ホームページ　http://www.isam.or.jp　是非ご覧下さい

株式会社 東京美食LaBo
代表取締役　上田　剛史

〒106-0031 東京都港区西麻布3-229

株式会社　ACS
代表取締役　竹田　幹夫

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-5-5　TEL03-6272-8722

MS法人
代 表　酒井　麻理絵

〒221-0056 横浜市神奈川区金港町1-11

警備保障　中日本警備株式会社
代表取締役　速水　利行

〒460-0022 名古屋市中区金山二丁目1番24号 TEL052-322-3291

一般社団法人 日本寺院・佛閣研究会
ジャパン テンプルズ インスティテュート　J・T・I

会　長　戸崎　昇
〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目4-19 TEL/FAX 052-931-2443

株式会社 LIONS PITTOSHI
代表取締役　福井　啓介

〒162-0843 東京都新宿区谷田町3-8

2023年度　第10回記念　特別シンポジウム
2023年10月22日（日） 決定

名古屋観光ホテル　曙東の間

会報３月号に詳しくご紹介

あらかじめご予定下さい



次　　第

　受　付 10：15

　開　会 11：00 開会挨拶　大会会長 舎人経昭

 11：15 記念講演　井村 雅代 先生

　顕　彰 11：30 大賞・日本水泳特別功労賞　井村 雅代 先生

 12：00 会員懇親昼食会

　顕　彰 12：40 スイーマー奨励賞　成田 実生 様
  コ ー チ 奨 励 賞　下山 好充 先生

　抽選会 13：00

　閉　会 13：30 閉会挨拶　大会実行委員長 伴野奉申

  ※14：00には会場退出　ご懇談はロビー又は喫茶室をご利用ください
  ※車でお越しの方は無料駐車券をお受け取り下さい

日本水泳界　今後の世界規模大会
　世界短水路選手権 2022年12月13日～18日 オーストラリア・メルボルン
　世界選手権大会 2023年７月予定 日本・福岡
　アジア大会 2023年９月予定 中国・杭州
　パリ・オリンピック 2024年７月27日～８月12日 フランス・パリ

大会役員 会　 長 　　舎人 経昭　　副会長　竹田 幹夫　　実行委員長　伴野 奉申
 顧　 問 　　武藤 龍治　　顧　問　磯部 　正　　統　括　　　菅原 宣彦

～私たちはシンポジウム成功に全力を尽くします～
推進委員代表　戸崎　昇　　副代表　河合　朗夫　　副代表　石田　真也
本 部 付　　　前野英樹　　太田孝彦
推進委員　　　吉村貴之　　林　佳宏　　大石友美　　瀧下正司
　　　　　　　佐藤正和　　神山明彦　　小栗淑子　　前田美幸

＊ドネーションにご協力ください。　一口 1,000円
当財団はシンポジウムをはじめ、理事会、評議員会など開催の都度役員がドネーションをします。
本年もよろしくお願いします。

「小さな感動、楽しかった事、感謝の気持ち、家族の慶事、一言コメントを添えて」

大賞・日本水泳特別功労賞　井  村  雅  代　　一般社団法人  井村ASクラブ代表

1984年ロスアンゼルスオリンピックコーチから2021年東京オリンピックまで
10回のオリンピックコーチを務める。
1996年・アトランタ、2000年・シドニー、2004年・アテネ、2016年・シドニー、
2021年・東京の５大会はヘッドコーチとして銀メダル４個、銅メダル９個を獲得。
＊2008年・北京・銅メダル、2012年・ロンドン・銀メダルは中国チームヘッドコーチ
世界選手権は2001年・福岡デュエット　金メダル
2022年・ブタペスト大会　乾 友紀子　ソロ、テクニカル、フリーで輝く２冠
2023年７月福岡での世界選手権での２連覇を目指す。

コーチ奨励賞　下  山  好  充　　新潟医療福祉大学水泳部監督・教授　筑波大卒　博士

新潟医療福祉大学着任後、水泳部を立ち上げる。大学水泳指導を着実にすすめる。
2019年　指導する水沼尚輝が世界選手権に初の国際大会出場を果たす。
水沼は2021年東京オリンピックも出場、2022年　世界選手権・ブタペスト
100バタフライで銀メダル獲得。
大学水泳部指導者として確実に成果を挙げ、2022年学生選手権で初のシード権獲得
今後の日本水泳界期待の指導者、コーチ

スイーマー奨励賞　成  田  実  生　　東京淑徳巣鴨高校１年　金町SC

2022年３月　中学最後の大会　国際大会代表選手選考会で東京オリンピック400個人メドレーの
金メダリスト大橋悠依に先着・２位　４・37-78：世界ジュニア新記録樹立、一気に脚光を浴びる。
アジア大会代表：延期、ジュニアパンパシフィック大会、世界ジュニア選手権の代表入り
ジュニアパンパシフィック・米国・ハワイで大活躍　金メダル３個、余勢をかつて連戦の世界
ジュニア選手権　ペルー・リマで200、400個人メドレー２冠、400メドレーリレー金の３冠
国際大会の関係でインターハイ出場せず、2023年７月の世界選手権•福岡９月予定のアジア大会、
そして2023年パリオリンピックを目指す日本水泳界の新星15歳。

NTPホールディングス株式会社
代表取締役社長　小栗　一朗
名古屋市熱田区尾頭町2-22

株式会社 RICHE BONDO
代表取締役　長谷川　浩一

京都市東山区三条通白川橋東入り4中之町218

株式会社 スウイズ
代表取締役　菅原　宣彦

名古屋市名東区猪子石原3-601

医療法人 優 心 会
理事長・院長　長谷川　勝
北海道釧路市大楽毛4-1-1

株式会社 イーマックス
代表取締役　武藤　龍治
名古屋市東区黒門町42-1

合同会社 RICHE BONDO MS
代 表　酒井　麻理絵

横浜市神奈川区金港町1-1

協　賛
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