
 

 

 

 

 

 
 

コアラスイミングスクール news 
 

平成２５年 7月号 Vol.125 
 

夏休み短期水泳講習会 

A コース：7 月23 日(火)～27 日(土) 

     10：00～11：30 

※定員に達したため、申込みを締切させていただきました。 

B コース：7 月30 日(火)～8 月3 日(土) 

     10：00～11：30 

※10 級以上のみ、申し込み受付いたします。 

C コース：8 月20 日(火)～8 月24 日(土) 

      9：30～11：00 

※定員にまだ余裕があるので、ぜひ申込みしてください。 

 
平成２４年度 

ゴールドマスターズスイマー称号付与！ 
ゴールドプール会員 

羽 鳥  賢さん 

昨年度の 614,000ｍの記録を伸ばし 

620,300ｍ泳がれました！！ 

羽鳥様はご夫婦でオープン当初から 

当スクールへ通っていただいております。 

１年間で泳いだ（水中歩行や水中ジョギングも含む） 

年間距離合計 100.000ｍを超えられた方に、与えられます。 

２階掲示板の賞状をご覧ください。 

参加者募集！ 

 

 

5 日間楽しく通って 

 上達する チャンス！ 

おめでとうございます！！ 

認定証授与！ 



 

 

 

 

 

 

 

「初めての水泳大会」リザルト 
平成２５年６月１６日(日)に行われた「初めての水泳大会」の記録証

の授与式を各指導日に行いました。 

小学校３年生までのお友達はぜひ来年参加しましょう！ 

板バックキック 

１２．５メートル 

フルサト ヒナノ 35-4 

オオトモ タイチ 24-9 

キクチ トモヒロ 28-5 

タケダ コウタ 59-2 

 

クロール１２．５メートル 

イマイ ナツキ 28-6 

モリモト ハル 27-6 

ハシモト ツヨシ 21-7 

オオゴ ナオト 20-4 

エンドウ ミイナ 20-7 

  
 

背泳ぎ２５メートル 

シミズ ミュウナ 39-5 

コイデ ソウヤ 31-1 

ヤマダ ショウ 35-1 

ホソカワ ユウタ 34-0 

タカハシ ユウタ 34-5 

ツヤ レイジ 33-9 

イ ドンホ 30-1 

ヌノカワ ユウヤ 31-6 

タカギ ダイスケ 27-4 

ウエダ アヤメ 32-1 

ハシモト ハルナ 31-7 

シュゾウ ユウキ 29-1 

ワキタ コウエイ 44-0 

ニシカワ ケイタ 28-7 

ホシノ ミク 27-3 

セキネ タカユキ 25-8 

アシダ チナツ 26-6 

 

板キック１２.５メートル 

ササオカ マイリ 34-6 

ヤマダ エレア 1-01 

 

クロール２５メートル 

ミヤギシ ヒヨリ 50-2 ヌノカワ ユウヤ 31-0 

ミノガミ ユイ 43-0 ウエダ アヤメ 27-2 

チョウナン ミカ 41-9 タカギ ダイスケ 26-8 

シミズ ミュウナ 41-1  ハシモト ハルナ 29-1 

タカハシ ユウタ 33-5  シュゾウ ユウキ 31-3 

ツヤ レイジ 28-9 ニシカワ ケイタ 27-8 

ヤマダ ショウ 36-9 ワキタ コウエイ 36-4 

コイデ ソウヤ 33-2 ホシノ ミク 22-8 

ホソカワ ユウタ 27-6 セキネ タカユキ 25-4 

イ ドンホ 26-9 アシダ チナツ 27-0 

 

板バックキック２５メートル 

ササオカ レイ 1-20 

モリバヤシ ユウタ 56-9 

フルサト ユメノ 1-05 

ヨネザワ ワカ 1-09 

ヨコヤマ イットク 58-1 

ツボイ ユウキ 1-06 

ヤマモト ヒコハ 1-29 

ミノガミ ユイ 45-9 

チョウナン ミカ 43-6 

 

板キック２５メートル 

ササオカ マイリ 1-09 

ササオカ レイ 1-07 

イマイ ナツキ 1-00 

フルサト ヒナノ 1-04 

キクチ トモヒロ 1-10 

オオトモ タイチ 41-7 

モリモト ハル 40-8 

ヨコヤマ イットク 54-5 

タケダ コウタ 1-02 

モリバヤシ ユウタ 58-2 

ツボイ ユウキ  39-3 

フルサト ユメノ 1-02 

ハシモト ツヨシ 44-2 

オオゴ ナオト 37-6 

エンドウ ミイナ 40-8 

ミヤギシ ヒヨリ 46-7 

ヤマモト ヒコハ 1-06 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

フロントだより 

★暑さ対策 

最近は真夏を迎えて３５℃を超える暑さが続いています。 

こまめに水分補給や日差し除けをしないと熱中症・日射病

にかかる恐れがありますのでご注意ください。 

レッスン前後に水分補給をすることもお勧めいたします。 

また、玄関のドアが開けっぱなしだと熱が入ってきてしま

いますので、ドアは開けたら閉めましょう！ 

 
 

 

 

 

★７月欠席分の振替練習について 

８月は振替練習を行いません。 

８月ではなく９月または１０月へ振り替えてください。 

また振替届出期間は、本来は欠席日から一週間以内ですが、 

７月欠席分のみ振替月の前の月まで（例参照）に届け出をしてください。 

例）①7/2(火)16：45欠席―→9/13(金)1６：45【届出は 8/31(土)まで】 

  ②7/20(土)14：15 欠席―→10/6(日)10：45【届出は 9/29(日)まで】 

※これを過ぎますとお受けできませんのでご注意ください。 

 直接またはＦＡＸ、メールで届出をお願いいたします。 

ご不明な点は、スクールまでお問い合わせください。 

☆7/21（日）臨時休館のお知らせ 

平成 25 年 7 月 21 日（日）はスクール側の諸事情により誠に申し訳 

ございませんが臨時休館とさせていただきます。 

日曜日に通っている会員の方は、お配りしたお手紙をご参照いただき、 

振替届の提出をお願いいたします。 

〈振替指導期間・時間帯〉 

●８月１３日～２４日＆９月３日～２１日 

（7/21（日）臨時休館日分のみ８月も振替練習を受け付けます） 

●振替可能時間帯 

火曜日 4：45 クラス 

水・木・金曜日 3：45 クラス、4：45 クラス（８月は 4：45 のみ） 

土曜日 2：15 クラス、3：30 クラス 

日曜日 9：30 クラス、10：45 クラス 

（日曜日は、２本続けて指導を受けるようになりますのでご注意ください） 

 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E9%A3%B2%E3%81%BF%E7%89%A9&source=images&cd=&cad=rja&docid=7cKGNjWmxfuaqM&tbnid=qpuFqJXJeQHC-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://matome.naver.jp/odai/2128375187190304301/2128504891209638603&ei=XCfeUfaqFs63kAXX-YCACA&bvm=bv.48705608,d.dGI&psig=AFQjCNGJ5Ea6BUwAD6i3k-f6xUY1wvwM3g&ust=1373599935552488
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E5%A4%8F&source=images&cd=&cad=rja&docid=DyKBLI7NeKV5ZM&tbnid=LxkFlkyVFzBwKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpagu.sakura.ne.jp/summer83.html&ei=dyjeUd3GNM--kgXji4C4Dw&bvm=bv.48705608,d.dGI&psig=AFQjCNFcvBH2OyYMQQbVstUL0s9MCRejWQ&ust=1373600235666814
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E5%A4%8F&source=images&cd=&cad=rja&docid=LiGFyesbp9fmJM&tbnid=YTQfWVR-d09cXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wanpagu.sakura.ne.jp/summer20.html&ei=jSXeUb7dK8i6kQWjlYDgCQ&bvm=bv.48705608,d.dGI&psig=AFQjCNEgMdYfJTkwNGyBcWrxK27cSJi1jQ&ust=1373599425911043

