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競泳50m自由形は、米国内はもとよ

り国際大会でも注目される種目である。

自転車でも、陸上競技でも、水泳でも、

スプリント競技は常に人々の関心を引

き付けてきた。それは、スプリントが

「強さ」と「速さ」という、スポーツの

基本特性を両方兼ね備えているためで

ある。陸上、または水中で、世界最速

の人間は誰かという問いは、世界中の

メディアとスポーツファンを魅了して

止まない。

競泳50m自由形は、22～23秒の全

力勝負である。レースは、スタート台

を爆発的に勢いよく蹴って水に飛び込

むところから始まる。次いでパワフル

なストロークとキックで、最大スプリ

ントスピードに達する。レースでは、ス

タートからフィニッシュまで、厳しい

無酸素性（非乳酸性）の状況下で最大の

筋パワーを発揮することが求められる。

競泳スプリントでトップレベルのパ

フォーマンスを達成するためには、優

れたスキルの習得と、スプリントに必

要な筋力とパワーの獲得の２つが必要

である。これらの目標を達成するため

には、科学的根拠に基づく、期分けさ

れた陸上でのトレーニングプログラム

が必要である。それは、スキルと筋力

強化を両方取り入れた、バランスのと

れたプログラムでなければならない。両

者が一体となることによって、初めて

ピークパフォーマンスが達成できるの

である。

競泳自由形の力学的分析

自由形、すなわちクロールのストロ

ークは、７つの局面に分けることがで

きる。入水、ストレッチ、キャッチ、ダ

ウンスイープ、インスイープ、アップ

スイープ、そして水面上でのリカバリ

ーである（2,3）。

腕は頭の上方、肩のやや内側から水

に入れる。このとき手が肘よりも低く

なり、手から先に入水するように、肘

を軽く曲げる。手のひらを約30°外に

向けて入水させることにより、指先の

乱流を最小限に抑えて水を切り進むこ

とができる。入水時に手が水面に対し

て平行だと、水中で気泡が生じ、抵抗

が生まれ、効率が低下する。

ストレッチ局面

入水の後、前進モーメントは腕が水

中で伸張する間持続する。この水中で

のストレッチは、反対の手がその推進

局面を完了するために必要な部分であ

る。入水後すぐにストロークを開始す

ると、反対の手の推進力を損なうこと

になる。入水した手や腕に対する抗力

が、他方のストロークアームが生み出

している推進力を減じることがないよ

うに、入水した手と腕は、前方へ滑ら

かに伸展する。

ストレッチの間、手首は屈曲と伸展

の中間のニュートラルポジションに保

持する。伸ばしている間、前方の水を

切りながら、手のひらが下を向くまで

回旋する。ストレッチアームは、反対

の手が水中ストロークを終えるときに、

ほぼ完全に伸展した状態になる。キャ

ッチ局面はこの時点から始まる。

キャッチ局面

キャッチ（図１）は、手首の屈曲を

特徴とし、反対側の腕が水面に圧力を

解放した瞬間に始まる。手首は下方（お

よそ40°）へ屈曲、外旋し、手は浮力を

生じさせるために有利な位置に置かれ

る。この時、肘は手を安定させるため

に屈曲し始め、これを合図に、ストロ

ークの最も大きな推進局面が始まる。
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こうして生じた力が身体へ伝えられ、頭

と肩が腕を越えて前方に進む。水中の

推進局面における大きな効率は、力強

いキャッチによって達成される。

ダウンスイープ局面

ダウンスイープ（図２）は、ストロー

クの中で推進力が最も小さい段階であ

ると思われる。手は、下方／外側へ向

かって曲線を描きながら水をかく。手

が外へ向かう動作は、下方へ腕が動い

た後、肩がストローク中にローリング

（体幹の回旋）すると自然に起こる。肘

は、手が下方へ移動し続けられるよう

に、次第に曲げられる。身体の下で腕

を後方へ引いてはならない。

手の速度は、ダウンスイープ局面の

開始から完了にかけて、次第に加速す

る。手のひらは、ダウンスイープ中30

～40°の角度で、下方／外側／後方へ

下ろされ、水を後方へ押しやる。手は

翼のような形にするために、ややカッ

プ状にくぼませる。

手が最深部に近付くと、ダウンスイ

ープ局面はインスイープ局面へと変わ

る。効果的なインスイープを行う最適

な位置に腕をもってくるためには、適

切にダウンスイープを行うことが必要

である。

インスイープ局面

手がダウンスイープの最深部に近付

いたところから、インスイープ（図３）

が始まる。手の動きは、下方／外側か

ら、内側／上方／後方へと変化する。

この間手は、肩の下／外側の位置から、

正中線の近く、あるいは正中線を越え

た位置まで一気に移動する。手が正中

線に接近するにつれて、内側／上方／

後方へ手を加速する。インスイープの

間、手の角度は、手のひらが外側／下

方／後方に向いた状態から、内側／上

方／後方に向いた状態に変化する。こ

の動きで、水は親指から小指へと手の

ひらを横切って通過し、後方へと押し

図1 キャッチ局面
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やられる。手のひらが、内側／上方を

向く角度は、20～40°が推奨される。

（選手の能力によって、内側へのスイー

プには若干のバリエーションが存在す

る。なかには、手が正中線を越えるま

で水をかく選手もいる。一方、身体の

外縁と正中線との間でインスイープを

完了する選手もいる）

アップスイープ局面

アップスイープ（図４）は、クロー

ルにおいて最も推進力が大きい局面で

ある。手が顔の下を通過するとき、イ

ンスイープからアップスイープへの動

きが始まる。手は胸からウエストまで、

ほぼ真っ直ぐ後方へ押される。これは、

手が股関節の下を通過した時点で完了

する。この位置から、手は（30～40°）

外側／上方に移動し、大腿の前に接近

するまで、外側／上方／後方に加速さ

れる。手が大腿に接近すると、手のひ

らが圧力から解放されて内側に回転し、

指の先が最小の抵抗で滑るように水か

ら出る。手のひらは、水を表面に押し

上げない。

肘は、アップスイープの後半まで曲

げたまま保持する。アップスイープの

終盤では、手が前方へ移動するのを防

ぐためにやや肘が伸び、肘が水から出

てリカバリー局面が始まる。こうする

と、手が大腿に接近するまで推進力が

維持される。その後、肘を伸ばしすぎ

ると、アップスイープからリカバリー
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までの滑らかな移行を妨げるため、手

は肘の後からついていく必要がある。

リカバリー局面

ハイエルボー・リカバリー（図５）が

好まれるのは、力の無駄を省き、身体

のアライメントを崩さずに、次のスト

ロークのために腕を所定の位置に置く

ことができるためである。手がアップ

スイープを完了している間に、肘はや

や曲がった状態で水面から出る。肘を

上方／前方に動かし、水から出る前腕

と手をリードする。

手が肩を通り越すときに肘を伸展し

始め、腕を前方に差し出す。手が肩の

ートから成る。角運動量を保つために、

一方の脚がアップビートを終える前に、

もう一方の脚がダウンビートを始める。

踵が水面に近付いたときに、股関節の

屈曲が始まり、大腿が下方へ動く。一

方、下にある脚は、膝が曲がって上方

への動きを続ける。この膝の屈曲は、リ

ラックスした脚に対する上方への水圧

によって受動的に起こる。足と足関節

は、適度にリラックスしていれば、水

圧によって底屈と内返しが起こる。膝

が水深20～25cmに達するまで、股関

節を屈曲し続ける。この時点で、膝関

節の力強い伸展が始まる。

側方および垂直方向へのキック動作

前で入水するまで、腕を伸ばし続ける。

腕のタイミング

腕のストロークには、若干の重複が

ある。減速しないようにするためには、

リカバリー局面の腕が入水したときに、

反対の腕がアップスイープを始めるよ

うにする。こうすると、反対の腕がア

ップスイープを終える間に、入水した

腕が前方に伸ばされ、力を加えるため

に効果的な位置に達する。そのため、前

進速度が維持される。

キック

キックは、ダウンビートとアップビ
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によって、左右にローリングする身体

を安定させる。側方へのキックは、身

体がローリングする間、股関節が移動

する方向と同方向へ蹴る。

右腕のダウンスイープの間、右脚を

下方／内側にキックするが、このとき、

右肩と股関節もローリングしながら内

側に下がる。同時に、左の肩と股関節

がロールしながら上昇するときに、左

脚で上方へキックし、左腕の水上での

リカバリーを促進する。

右腕のインスイープの間、左足は下

方／内側へキックし、右脚は上方／内

側にキックする。これが、入水のため

に左腕を前方に伸ばしたときに、左肩

と股関節の下方への回旋を容易にする。

アップスイープの間、右足は下方／

外側へ、左足は上方／外側にキックし、

左肩と股関節は下方への移動を続けて

いる。

アップビートは主に、腕が水に加え

た力に対抗し、身体の安定に役立つ。

推進に寄与する可能性のあるキックは、

左右の腕がそれぞれダウンスイープす

る間に起こる、2回のダウンビートだけ

である。

呼吸法

呼吸のための頭の回転は、身体の回

転と調和している必要がある。身体が

呼吸側にローリングしたとき、顔は横

向きになるはずである。顔を呼吸する

位置に動かし始める最も良いタイミン

グは、反対の腕が入水するときである。

下方へ水をかくと呼吸側への回転が容

易になる。頭を身体のローリングと同

時に回転させると、呼吸のために水面

から頭を持ち上げなくても、口を水面

から出すことができる。呼吸は、前方

への動作によって生じた波の下で行う
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胸鎖乳突筋
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May 2007•Strength & Conditioning8

ため、口が水面から出ているようには

見えない。息つぎをした後、身体が反

対側にローリングし始めると、顔は水

中に入る。息つぎに続いてすぐに、ゆ

っくりとコントロールしながら息を吐

き始める。

筋力とパワーのトレーニング

競泳のための陸上トレーニングプロ

グラムでは、まず基礎筋力を強化し、次

に力発揮を強調しながらパワー持久力

を最適化する。若い短距離選手のため

に長期のトレーニングプログラムを作

成する場合、パワー発揮とパフォーマ

ンスとの関係、および筋力とスピード

を強調したエクササイズを考慮する。陸

上で行うプログラムを概説する前に、水

泳に適用される筋力、スピード、パワ

ーの定義を明確にする必要がある。こ

れは、科学的基礎に基づいた、しっか

りとした筋力‐パワープログラムを組

み立てるのに役立つと思われる。

筋力は、関節周囲の筋が収縮し、大

きな力、あるいはトルクを生み出す能

力である。筋力はスプリントにおける

重要な要因ではあるが、高レベルの絶

対的筋力が重要なわけではない。競泳

の短距離で最高のパフォーマンスを達

成するカギは、競技特異的な、四肢の

速度向上に有用な筋力の強化である。

有用な筋力とは、ウェイトトレーニン

グで獲得した筋力が、競泳での発揮筋

力に転移することであり、最大の転移

は、競技に必要な筋力とパワーの強化

に、全身のトレーニングを適用したと

きに起こる。フリーウェイトエクササ

イズ（スクワット、パワークリーンなど）

を適用すると、（マシーンとは反対に）ス

トロークパワーを最適化する可能性が

ある。Costill、Sharp、およびTroup

（3）は、腕のパワーと25ヤード‐スプ

リント（約23m）スピードとの間に、高

い相関関係（ｒ＝0.93）があることを発

見した［100ヤード（約91m）ではｒ＝

0.89］。腕の最大パワーは、上半身全体

の筋の力が統合されたときに発揮され

る筋力を反映している。

競泳の短距離において、もうひとつ

前鋸筋

上腕二頭筋

上腕筋

上腕三頭筋

上腕三頭筋
三角筋後部

図5 リカバリー局面



の重要な変数であるスピードは、筋力

をどれほど速く発揮できるかという数

値である。より速く泳ぐことを望む短

距離選手は、心理的にも神経筋的にも、

腕ができる限り高速で筋力を発揮でき

るようにコンディションを整えなけれ

ばならない。短距離選手が発揮可能な

最大速度は、四肢の角速度で毎秒240

～300°であろう。ただしこの速度は、

効率の良いバイオメカニクスで泳げた

場合にのみ達成される。筋力トレーニ

ングに加えて、ピークパワーに等しい

か、それ以上に速い、速度特異的なエ

クササイズが必要である。

また、短距離のスピードは、肩関節

の機能的な可動域にも大きく依存して

いる。肩の関節可動域が狭くなるまで

筋が肥大していると、柔軟性とスピー

ドも減少してしまう。除脂肪体重は、

スピードとパワーパフォーマンスを向

上させるが、浮力を減少させ、身体へ

の抵抗を増やすため、過度の筋量は障

害となる。

ピークパワーで泳ぐ競泳の短距離は、

筋力とスピードの融合が必要な、パワ

ー系競技である。「パワー＝筋力×四肢

の速度」という式は、筋力とスピード

を結び付けてはいるが、持続時間（筋

持久力）、すなわちパワー持久力と呼ば

れる要素を無視している。これに代わ

る式が、「パワー＝仕事／時間」である。

「仕事」は、発揮した力に、力を発揮し

ている間に移動した距離を乗じて求め

られる。この式は、競泳短距離に必要

なパワー発揮には、筋力も筋持久力も

共に貢献することを表しているため、よ

り適当な式である。

これらの等式は、力‐速度曲線の図

を見ると、理解しやすい。

力‐速度曲線

２つの曲線を合わせることによって、

競泳短距離におけるピークパワーの発

揮を目的とした、効果的な筋力トレー

ニングプログラムを作成できる（4）。中

～高重量でのトレーニングを実施する

ことで、曲線を右に移動させることが

できる。図６に示すトレーニングの主

な目的は、基礎筋力の向上である。

図７は、より競技特異的なトレーニ

ングを示す。曲線を右に効果的にシフ

トさせてピークパワー出力を達成しよ

うとする場合、筋持久力が重大な要素

として浮上する。ここでは、競技特異

的な速度で、定められた量のトレーニ

ングを行う。筋力、スピード、および

筋持久力が組み合わされた総合力によ

って、初めて50mスプリントにおける

ピークパワー持久力が生み出される。

陸上でのトレーニングプログラム

50mスプリントのための陸上トレー

図6 力‐速度曲線

図8 競泳短距離のためのパワー持久力トレーニング・ピラミッド
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ニングプログラム作成における最も優

れたガイドラインは、パワー持久力ト

レーニングのピラミッド（図８）である。

このピラミッドは、筋力、スピード、お

よびパワー持久力の漸進的な向上をも

たらす。その主な目的は、トレーニン

グのサイクルを順番に移行することで、

無計画なプログラムにありがちな落と

し穴を避け、スプリントパフォーマン

スを最適化することである。

コンディショニングサイクル

プレシーズンにおける一般的なコン

ディショニングサイクルの目的は、定

期的なワークアウトスケジュールに心

身を慣れさせることと、より強度が高

いトレーニングサイクルに向けて、選

手に準備をさせることである。通常、こ

のサイクルは短く、わずか数週間であ

る。

一般的な持久力トレーニングには、

サッカー、アルティメットフリスビー、

サイクリング、ランニング、インライ

ンスケートなどが含まれる。およそ１

時間のワークアウトを、１週間に３～

４回行うとよい。

基礎筋力サイクル

６～８週間のプレシーズンの基礎筋

力サイクル（表１）では、筋力向上と総

合的な身体コンディショニングのクロ

ストレーニングに力を入れる。ワーク

アウトは週５回、少～中程度の量を、

かなりの高強度で行う。コアリフトに

おける強度は３RMを基本とする。こ

の強度は、競泳短距離の筋力要求を反

映している。

コンディショニングは、同じく高強

度で、主に無酸素性ワークアウト（すな

わち、インターバルトレーニング、ヒ

ルランニング、サイクリング、インラ

インスケート、そしてアイソキネティ

ック・スイムベンチ）を行う。インター

バルトレーニングは、無酸素性能力の

基礎を作り、競泳短距離においてパワ

ーを供給する速筋線維を発達させる。

サイクリングとインラインスケートは、

股関節と大腿の筋群を強化するため、

競泳短距離のトレーニングに特に適し

ている。これらのクロストレーニング

と、スクワットを取り入れて、競泳短

距離におけるピークパフォーマンスに

必要とされる、総合的な下半身のパワ

ーを発達させる。

トレーニングサイクルのこの段階で

*コアリフト

表1a 基礎筋力サイクル

月曜

ウォームアップ
ストレッチ
ステーショナリーバイ
ク 5分

アブドミナルクランチ
ハンギング・レッグレイ
ズ

ダンベル・ベンチプレス*

パワークリーンまたはハ
イプル*

スクワット(フロント/バ
ック)*

レッグプレス*

アイソキネティック･
スイムベンチを用いた
スピードワーク

火曜

ウォ－ムアップ
ストレッチ

アブドミナルクランチ

Tバーロウ*

シーティッドロウ

フロント・ラットプルダ
ウン

ハンマーカール

トライセップスエクステ
ンション

フロントレイズ

サイクリング
インターバルおよびヒ
ルワーク
45～50分

水曜

アイソキネティック・ス
イムベンチを用いたスピ
ードドリルおよびインタ
ーバルワーク

上半身のプライオメトリ
クス

インラインスケート
30～40分

木曜

月曜と同じ

金曜

火曜と同じ

ランニング
インターバル短距離‐
高強度50～100m

土曜

水曜と同じ

表1b トレーニング強度‐コアリフト

高強度日

中強度日

低強度日

＊ウォームアップセットは含まない
補助エクササイズ:10～15レップ。低強度日、高強度日とも、隔週でウェイトを増加する。すべてのプレス動作で2.3kg
～4.5kg、スクワットとレッグプレスでは6.8～9.0kg。補助リフトでは、8～10レップを維持できる範囲で適切に漸増
する。

％ 3 RM

90～95

80～85

65～75

レップ数

2～3

5～7

10～12

セット数*

3

3

3～4
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は、長距離の有酸素性ワークアウトは、

スプリント能力に対して逆効果である。

それは、異なる筋線維タイプ（遅筋線

維）とエネルギー機構（有酸素性）を鍛

えることになるためである。すべての

トレーニングは、50mスプリントのよ

うな高強度のハイパワー競技に欠くこ

とのできない、非乳酸性／乳酸性エネ

ルギー機構と速筋運動単位の強化を目

指さなければならない。

スピードおよびパワー持久力サイクル

50m自由形は、パワー系種目である

が、筋力トレーニングだけでは、レー

スパフォーマンスを大きく向上させる

ことができない可能性がある。しかし、

スピードおよびパワーサイクル（表２）

において、筋力トレーニングをスピー

ドエクササイズと組み合わせることで、

素早い、爆発的な力は大いに向上する。

このサイクルは、ピークパワーサイク

ルが始まる、競技シーズンの半ばまで

続く。

すでに述べたとおり、50m自由形は

高い無酸素性代謝に依存している。こ

の特徴を、高速で短時間（60秒以下）の

爆発的な活動に反映させなくてはなら

ない。ステーショナリーバイクでのス

プリントや、サーキット・ウェイトト

レーニング（Circuit Weight Training：

CWT）などの活動を、専門的なスイム・

スプリントドリルと併せて行うクロス

トレーニングによって、パワー持久力

の強化が促進され、ウェイトトレーニ

ングで獲得した筋力の転移が最適とな

る。

スピードおよびパワー持久力サイク

ルでは、CWTに重点を置く。筋力／ス

ピードのセミサーキットを週に２回、週

１回は高負荷のワークアウトを行う。

CWTは６～８つのステーションから成

り、各ステーションでは、20～25秒以

内に最大で15レップを完了できる負荷

でトレーニングを行う。この方法は、

50mスプリントのエネルギー要求に類

似している。エクササイズ間には休息

をとらず、20秒間、中程度の負荷で、

上半身全体を使ったスピードエクササ

イズ（アイソキネティック・スイムベン

チまたはストレッチコードなど）を続け

る。次のステーションに移る前に２分

間の休息をとり、それから同じプロセ

スを繰り返す。２分という休息時間は、

このレベルの運動強度で用いられたエ

ネルギーの回復を図るのに十分な時間

である。CWTの間、選手は常に、無酸

素性運動による筋の痛み閾値の出現を

延長するように、筋力とスピードにつ

いて考えなければならない。

高強度日には、コアエクササイズを

強調する。フロント／バックスクワッ

ト、レッグプレス、ダンベル・ベンチ

プレス、ダンベル・インクラインプレ

スなどである。このワークアウトでは、

上半身のスイム・スピードドリルを行

って終了する。

ピークパワーサイクル

ピークパワーサイクル（表３）は、試

合期の後半から始まり、地方大会ある

いはカンファレンス選手権に備える。主

な目的は、４カ月にわたり強化したス

プリントパワーの維持、そしてオーバ

ートレーニングの防止である。このサ

イクルでは、週１回のCWT、週１回の

中～高負荷のリフティングワークアウ

トを行う。トレーニング量を約40％減

らし、競技会の間に適切な回復時間を

取れるようにする。例えば、CWTのス

テーション数を半分に減らす一方、コ

アリフトの強度は85～90％3RM、５

～７レップで２セットとする（ウォーム

アップは含めない）。

SPORTS PERFORMANCE SERIES

表3 ピークパワー維持サイクル* 

月曜

表1参照

水曜

サーキット･ウェイトトレーニング

表2 スピードおよびパワー持久力サイクル

サーキット・ウェイトトレーニング*

1．ベンチプレス
アイソキネティック・スイムベンチ

2．アップライトロウ
ストレッチコード
フルストローク・プル

3．ダンベル・インクラインプレス
アイソキネティック・スイムベンチ

4．ベントアームプルオーバー
ストレッチコード

5．フロントレイズ
アイソキネティック･スイムベンチ
リカバリーストローク

6．フロント・ラットプルダウン
ストレッチコード―トライセップスエクステン
ション

7．シーティッド（Tバー）ロウ
ストレッチコード

8．フロントスクワット
ステーショナリーバイク
30ヤードスプリント

9．レッグプレス
ステーショナリーバイク
30ヤードスプリント

*月曜と木曜に実施。水曜は表1の月曜と同じ。

*トレーニング量は40％減らす。
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テーパリングサイクル

この１週間では、トレーニング強度

も量も、中～低レベルに抑える。この

サイクルの目標は、50mスプリントに

必要なスピードとパワーを生み出すた

めに、メンタル面に集中することであ

る。水泳の試合期は、長期間にわたり、

身体的にも精神的にも要求が厳しい。

３～４カ月にわたり継続的に行われる

トレーニングとレースは、選手を疲労

させる。選手の活力が減退することも

珍しくなく、そうすると、レース結果

も低迷する。

心身の疲労を克服し、主要な競技会

でコンディションをピークに到達させ

るためには、競技会前の７日間は、す

べてのトレーニングを30～40％減ら

す必要がある。これが心身にエネルギ

ーを充電する時間を与え、レースにお

けるピークパフォーマンスをもたらす

であろう。◆
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特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 

日本ストレングス＆コンディショニング協会 特定非営利活動法人 NSCA ジャパン 事務局
〒105-0023 東京都港区芝浦1-13-16 森永芝浦ビル内
Tel: 03-3452-1684    Fax: 03-3452-1690 
E-mail:nscajapan@nsca-japan.com    http://www.nsca-japan.com

NSCAジャパンでは、国際救命救急協会と共催でCPR Basic＋AEDセミナーを以下
の日程で実施します。スケジュールなどの最新情報はウェブサイトをご覧ください。

information

CPR  BASIC + AED セミナー スケジュール（NSCAジャパン共催）

■募集人数：10～60名（参加希望者が10名に満たない場合は開催を中
止することがあります）

■講習時間：［新規］9：00～18：00 ［継続］13：00～18：00
■受 講 料：
［新規］一般　24,000円→ NSCA ジャパン会員価格 / 20,000円（税込）
［継続］一般　15,000円→ NSCA ジャパン会員価格 / 12,000円（税込）
■取得資格：CPR BASIC及びAED（有効期限１年）
■受　　付：講習会の2カ月前から受付開始、開催10日前まで。電話、

Fax、メールにてNSCAジャパン事務局までお申込み下さ
い。

■お支払い方法：お申込み後、1週間以内にNSCAジャパン事務局宛て
にお振込下さい。
郵便振替口座：００１００－６－３９１６７
加入者名：NSCA ジャパン

■ C E U：カテゴリーC 0.5
■主　　管：国際救命救急協会　http://www.i-e-m-a.org
■共　　催：NSCAジャパン

※日時、会場は予定であり、変更される場合があります。
※それぞれ定員になり次第、締め切ります。
※キャンセルについての規定は、NSCAジャパンのウェブサイトをご参
照ください。
※現在有効なCPR Basicの認定をお持ちの方は、継続としての受講が可
能です。
※有効期限が切れてから60日以内であれば、継続としての受講が可能で
す。60日を過ぎると新規での受講となります。ご了承ください。

日　程 開催地・会場名

5/  5（祝） 東京都中央区・新川区民館
5/13（日） 名古屋市千種区・今池ガスビル
5/19（土） 大阪市東淀川区・新大阪丸ビル新館
5/26（土） 福岡市中央区・電気ビル
6/  3（日） 那覇市・かんぽレクセンター
6/  9（土） 大阪市東淀川区・新大阪丸ビル新館
6/10（日） 広島市・広島オフィスセンター
6/16（土） 東京都中央区・新川区民館
6/24（日） 宇都宮市・栃木県青年会館

日　程 開催地・会場名

6/30（土） 静岡市・未定
7/  1（日） 大阪市東淀川区・新大阪丸ビル新館
7/  7（土） 名古屋市千種区・今池ガスビル
7/  8（日） 福岡市中央区・電気ビル
7/21（土） 東京都中央区・新川区民館
7/27（金） 長野県上田市・クレスM
7/29（日） 北海道旭川市・サンホールはぴねす
8/  4（土） 大阪市東淀川区・新大阪丸ビル新館
8/11（土） 東京都中央区・新川区民館

＊会場は予定であり、変更される場合があります。あらかじめご了承ください。
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