
 

 

 2014年 1月 7日   

株式会社コナミスポーツ＆ライフ   

＜ 取材日程のご案内 ＞ 

 
 

 
 

 

 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 

来る、1 月 18 日（土）～19 日（日）の 2 日間、コナミスポーツクラブ本店西宮（兵庫県西宮市）にて、『KONAMI 

OPEN 2014 水泳競技大会』を開催します。 

本大会には、ロンドンオリンピック男子 400m メドレーリレー銅メダリストの藤井拓郎選手（コナミ）や、2013年日本

スポーツ賞奨励賞を受賞し、2013 年世界水泳選手権大会 男子 400m 個人メドレーにおいて、大会史上日本人

初の金メダルを獲得した瀬戸大也選手（JSS 毛呂山）が招待選手として出場します。また、今回で 30 回目の開

催となる KONAMI OPENは、未来の日本代表を目指す若い選手達を応援するため、ジュニア選手を対象に招待

選手「ネクストジェネレーション」枠を今回新たに設けました。 

また、18 日（土）の開始式後には大会特設コーナーにて寺川綾さん（ミズノ）がゲストとして登場するイベントを予

定しています。 

大会前日の 1月 17日（金）は、同会場にて公式練習を行います。（選手は任意参加、時間指定なし） 

 

つきましては、前日の公式練習、および本大会に、是非とも取材にお越し頂きたく下記の通りご案内申し上げま

す。 

お手数ではございますが、取材にお越しいただく際には、事前に別添「取材申請書」にご記入の上、FAX にてお

送り下さいますよう宜しくお願い申し上げます。 
敬具 

  記 
 

１． 名   称： KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会 
２． 日 程： 2014年 1月 17日（金） 公式練習 

18日（土） 大会第 1日目 
19日（日） 大会第 2日目 

1月 17日（金） 1月 18日（土） 1月 19日（日） 

15：00報道関係者受付開始 

開場・公式練習開始 

19：00公式練習終了 

19：30 閉場時間 

8：30 報道関係者受付開始 

9：30 競技開始  

12：35 開始式 

19：03 競技終了 

19：40 閉場時間 

08：30 報道関係者受付開始 

9：30 競技開始 

17：03競技終了 

17：10 閉会式 

18：00 閉場時間 

 

３． 場 所：  コナミスポーツクラブ 本店西宮 50M×8レーン （公認プール） 

          兵庫県西宮市高松町 3－7 （阪急・西宮北口駅直結）                

                                                                                         

 【申請書のご返送先】 
株式会社コナミスポーツ＆ライフ『KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会』広報担当 

Fax: 03-5460－1795 
 

 

日本のトップスイマーが一堂に集結！  

『KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会』 招待選手決定  
未来の日本代表「ネクストジェネレーション」招待枠を新設 

報道関係者各位 



 

 

■ 資料Ⅰ  大会概要 

名  称： KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会 

場  所： コナミスポーツクラブ 本店西宮  50ｍ公認プール 

日  程： 2014年 1月 18日（土）～19日（日） ※1月 17日（金）は公式練習 

主  催： 株式会社コナミスポーツ＆ライフ 

主  管： 兵庫県水泳連盟 

公  認： 公益財団法人日本水泳連盟 

後  援： 兵庫県、兵庫県教育委員会、財団法人上月スポーツ・教育財団 

協  賛： 株式会社デサント、ミズノ株式会社、コカ・コ―ラウエスト株式会社、 

日本光電工業株式会社、キャンシステム株式会社 

 

■ 資料Ⅱ 大会スケジュール   

【1月 18日（土）】 

 

【1月 19日（日）】 

 

 

 

 

 

 



 

■資料Ⅲ 招待選手 

招待選手 15名 ※敬称略、五十音順 

氏  名 所  属 出場種目① 出場種目② 出場種目③ 出場種目④ 

赤瀬 紗也香 日本体育大学 50m  背泳ぎ 100m 背泳ぎ 200m 背泳ぎ 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

五十嵐 千尋 横浜サクラ 100m 自由形 200m 自由形 400m 自由形 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 

大塚 美優 日本体育大学 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200m バタフライ 200m 背泳ぎ 

金藤 理絵 Jaked 50m 平泳ぎ 100m 平泳ぎ 200m 平泳ぎ  

小長谷 研二 コパンSS 100m  自由形 50m 平泳ぎ   

塩浦 慎理 中央大学 50m 自由形 100m 自由形   

鈴木 聡美 ミキハウス 50m 平泳ぎ 100m 平泳ぎ 200m 平泳ぎ  

瀬戸 大也 JSS 毛呂山 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 100m バタフライ 200m 自由形  

外舘 祥 イトマン 50m 自由形 200m 自由形   

高野 綾 イトマン 200m 自由形 400m 自由形 50m バタフライ  

高橋 美帆 日本体育大学 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 400m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 200m 平泳ぎ 400m 自由形 

藤井 拓郎 コナミ 100m 自由形 200m 自由形   

松本 弥生 日本体育大学大学院 50m 自由形 100m 自由形 200m 自由形  

山口 美咲 イトマン 100m 自由形 200m  個人ﾒﾄﾞﾚｰ   

渡部 香生子 JSS 立石 100m  平泳ぎ 200m 平泳ぎ 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ  

 

招待選手 「ネクストジェネレーション」枠 7名 ※敬称略、五十音順 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏  名 所  属 出場種目① 出場種目② 出場種目③ 出場種目④ 

伊藤 瑞輝 コナミ海老名 200m バタフライ 50m 自由形 200m 自由形  

大橋 悠依 イトマン彦根 100m 自由形 200m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 50m バタフライ  

坂田 怜央 イトマン 100m 自由形 200m 自由形   

新谷 一総 豊川高校 50m 平泳ぎ 100m 平泳ぎ 200m 平泳ぎ  

砂間 敬太 天理高校 100m バタフライ 100m 平泳ぎ   

細田 梨乃 コナミ 50m バタフライ 100m バタフライ 100m 自由形 200m 自由形 

渡辺 一平 佐伯鶴城高校 100m 平泳ぎ 200m 平泳ぎ   



 

株式会社コナミスポーツ＆ライフ  

『KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会』広報担当行 

FAX送信先：０３－５４６０－１７９５ 

『KONAMI OPEN 2014 水泳競技大会』 取材申請書 
 

本状に必要事項をご記入の上、 1月 14日（ 火 ）迄に FAXでお送り下さい。 

貴社名  

媒体名・番組名  

来場者 記 者（氏名）                                            

カメラ（氏名）                                            

※合計人数（               ） 

連絡先 TEL ： （               ） ―             ― 

FAX ： （               ） ―             ― 

その他 

ご要望など 

取材希望選手名（所属クラブ含む）を記載ください。 

 

※KONAMI OPENから大きくかけ離れた取材にならないようお願い申し上げます。 

 

■ ご来場予定日時  

   3日間のそれぞれのタイムスケジュールは、■資料をご参照下さい。 

1月 17日（金） 

公式練習 

・□午 後   PM   ：     ～     ： 

・お車での来場  □希望する     □希望しない 

1月 18日（土） 

第 1日目 

・□午 前   AM   ：     ～     ： 

・□午 後   PM   ：     ～     ： 

・お車での来場  □希望する     □希望しない 

1月 19日（日） 

第 2日目 

・□午 前   AM   ：     ～     ： 

・□午 後   PM   ：     ～     ： 

・お車での来場  □希望する     □希望しない 

 

※お車での来場は、会場の都合上、テレビカメラクルーの方以外はご遠慮頂けますようお願い申し上げます。 

※会場の都合により、取材・撮影場所には、制限がございます。 

※本大会は昨年度に引き続きインターネット中継を行います。大会の模様をパソコンやスマートフォンで、様々な

場所からリアルタイムでご視聴頂けます。 

以上   


