団 体 泳 法 競 技
第18回大会より競技開始
第18回（昭和48年）
①一水会
②桐游倶楽部 Bチーム
第19回（昭和49年）
①一水会､甲
②ワカバ水泳教室Ａ
第20回（昭和50年）
①ワカバ水泳教室Ａ
②一水会､甲
第21回（昭和51年）
①一水会､甲
②浜寺水練学校
第22回（昭和52年）
①浜寺水練学校
②京都踏水会水泳学園
第23回（昭和53年）
①浜寺水練学校
②ワカバ水泳教室
第24回（昭和54年）
①京都踏水会水泳学園
②一水会､乙
第25回（昭和55年）
①ワカバ水泳教室Ａ
②修泳会
第26回（昭和56年）
①浜寺水練学校
②修泳会
第27回（昭和57年）
①浜寺水練学校
②京都踏水会水泳学園
第28回（昭和58年）
①修泳会
②浜寺水練学校
第29回（昭和59年）
①修泳会
②一水会
第30回（昭和60年）
①ワカバ水泳教室Ａ
②兵水連水法研修所
第31回（昭和61年）
①神伝流津山游泳会
②一水会Ｂ
第32回（昭和62年）
①神伝流津山游泳会
②修泳会
第33回（昭和63年）
①水府流太田派研修会
②ワカバ水泳教室Ａ
第34回（平成1年）
①桐游倶楽部 B
②横河スイミングクラブ
第35回（平成2年）
①兵水連水法研修所Ｂ
②水府流水術協会(葵)
第36回（平成3年）
①兵水連水法研神伝流Ａ
②水府流水術協会(萩)

田畑芳隆、須佐尚弘、尾崎俊文、遠藤 健、佐藤博己、
山中正和、田尻、小布施徹也、坂口 明、小林寛伊、
原 耕造、石橋康久、斎藤和史、田畑芳隆、岩波秀明、大塚 敬
河上信子、田中 栄、宮下弘一、増田美千子、仁科博行、山之内智恵子
棚田 実、仁科博行、松内則子、森田洋子、増田美千子、浜本明子
石橋康久、原 耕造、佐藤博己、斎藤和史、田畑芳隆、高岡治子
尾崎俊文、須佐尚弘、与儀実之、伊藤隆夫、岩波秀明、石槗玲子
木村 実、中西利彦、原田正宏、春日雅晴、丹司正子、
湯浅教雄、中西利彦、吉村道和、原田正宏、中村恵子、
金子 泰、岸田庄司、高堀和子、藪内徹雄、家形一雄、木村貞義
小弓正彦、湯浅教雄、中西利彦、野口恒明、中村恵子、
小谷和子、増田美千子、松田素子、上野昌子、渡辺豊子、木村ふみ子
金子 泰、竹中文雄、家形一雄、竹谷勝良、梅本和枝、青木一子
夏目義明、朝田祐輔、中山純子、小山範敏、柴田博一、市川順子
増田美千子、小谷和子、松岡寿郎、蜂谷美佐子、森田洋子、
金子 泰、藪内徹雄、家形一雄、安藤隆一、青木一子、松田広子
木村益紀、湯浅教雄、堤 重子、山口文子、中村恵子、
金子 泰、家形一雄、藪内徹雄、竹谷勝良、青木一子、
山口文子、印旛正人、中村恵子、米田昌弘、湯浅教雄、
高堀和子、八木祥夫、岸田庄司、林 見佐子、藪内徹雄、藪原綾子
赤松元一、金子 泰、家形一雄、青木一子、小山 勉、松田広子
山口文子、中村恵子、大木正彦、万ノ和宏、川崎健一、
赤松元一、藪内徹雄、家形一雄、森口一明、青木一子、稲本昌子
朝田祐輔、松岡良典、島田憲二、潮田千寿子、浅原栄理、
松岡寿郎、南沢純子、竹内何羽、上野昌子、太原富美子、広幡安子
山口トシ、松井ヨシ子、皿谷芙美子、丹羽周子、石田美津江、
川口卓朗、久保哲哉、常本真理、角田宣子、今村伍孝、
朝田祐輔、許 表楷、和泉雅也、林 孝尚、須田健二、夏目義明
今村伍孝、川口峰永、角田宣子、土居佐知子、井上善博、
藪内徹雄、家形一雄、青木一子、小山 勉、佐々木得人、
三輪 謙、小原英嗣、樋口恵子、鈴木つや子、井上みさ、飛田隆夫
小林陽子、倉田三紗子、鈴木みどり、広幡安子、小出時弘、上野昌子、太原富美子
山根洋子、末広美香、町村田鶴子、石川とも子、坂口かおる、
亀田 環、中澤昭子、浅羽和子、橋本静代、繋馬尚子、竹島茂子、大河内二三子
岩野郁子、村田妙子、皿谷芙美子、丹羽周子、鍋田千秋、石田美津江、久米裕子
荒川伊望、木村 翼、菊池寿徳、安蔵静枝、藤沼真澄、野口とみ子、南雲和彦
久米裕子、皿谷芙美子、田村恵美子、丹羽周子、鍋田千秋、
田崎薫子、瀬尾理可、南雲和彦、鬼沢禎久、野口とみ子、石川千恵、荒川伊望
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第37回（平成4年）
①水府流水術協会(萩)
②横河スイミングクラブＡ
第38回（平成5年）
①水府流水術協会(葵)
②横河スイミングクラブＡ
第39回（平成6年）
①水府流水術協会(葵)
②桐游倶楽部
第40回（平成7年）
①京都踏水会水泳学園
②横河スイミングクラブ
第41回（平成8年）
①水府流水術協会
②岩倉流和歌山水練学校
第42回（平成9年）
①横河スイミングクラブ
②日泳会
第43回（平成10年）
①水府流水術協会
②横河スイミングクラブ
第44回（平成11年）
①水府流水術協会
②油屋会
第45回（平成12年）
①油屋会
②水府流水術協会
第46回（平成13年）
①水府流水術協会
②Ｂ＆Ｇ東京海洋センター
第47回（平成14年）
①水府流水術協会
②京都踏水会水泳学園
第48回（平成15年）
①水府流水術協会
②一水会
第49回（平成16年）
①京都踏水会水泳学園
②一水会
第50回（平成17年）
①水府流水術協会
②京都踏水会水泳学園
第51回（平成18年）
①神伝流津山游泳会
②三田水泳会
③桐游倶楽部
第52回（平成19年）
①小堀流踏水会
②桐游倶楽部
③ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
第53回（平成20年）
①水府流水術協会
②桐游倶楽部
③神伝流広島游泳同志会
第54回（平成21年）
①水府流水術協会
②油屋会
③京都踏水会水泳学園
第55回（平成22年）
①ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
②油屋会
③深川水好会

田崎薫子、石川千恵、吉田 弓、南雲和彦、山口伸淑、荒川伊望
中澤昭子、繋馬尚子、浅羽和子、安藤美穂子、市場あい子、佐藤多津江
田崎薫子、石川千恵、吉田 弓、大縄聖子、樫村幸治、荒川伊望
繋馬尚子、中澤昭子、安藤美穂子、阿部サキ子、工藤宏子、藤井チトシ
荒川伊望、鈴木麻友美、小圷清美、吉田 弓、瀬尾理可、田崎薫子
山根洋子、坂口かおる、町村田鶴子、石田 淳、植松英行、大蔵佳雄
森田基嗣、藤井 透、浅井久照、雲井保彦、乙井美輪、広重智明
中澤昭子、繋馬尚子、市場あい子、芳賀香子、高橋千枝子、大河内二三子
菊池寿徳、片岡丈典、楊 貴子、吉田 弓、鈴木麻友美、田崎薫子
南川泰秀、阪本秀人、吉本 節、西端啓子、堀内稔子、
中澤昭子、高橋千枝子、市場あい子、芳賀香子、阿部サキ子、大河内二三子
長谷川志津子、朝日隆子、鈴木昭江、片木征子、福岡真理、青野武子
片岡丈典、菊池寿徳、樫村幸治、楊 貴子、菊池亜衣、大縄聖子
中澤昭子、高橋千枝子、市場あい子、芳賀香子、阿部サキ子、大河内二三子
菊池寿徳、樫村幸治、楊 貴子、菊池亜衣、片岡丈典、石橋千恵
榎本 裕、早川博久、上原洋明、斎藤嘉紀、高宮達哉、受穴 斉
早川博久、斎藤嘉紀、高宮達哉、上原真吾、受穴 斉、倉田哲郎
片岡丈典、楊 貴子、菊池寿徳、樫村幸治、石川一郎、木村潤子
菊池寿徳、樫村幸治、石川一郎、中山裕子、石原一枝、小川三夫
市村嘉規、多田信雄、大高富美、金子 綾、菊本るい、白鳥年子
南雲和彦、樫村幸治、中山裕子、菊池亜衣、菱沼清美、知和恵子
原田友子、松田美子、松本佳子、黒川真里、多田信雄、中西里佳
知和恵子、菊池亜衣、砂押裕子、樫村幸治、石川一郎、南雲和彦
西田義秀、佐藤謙次郎、長江裕亮、市地 優、許 表楷、石橋康太
加藤裕久、木村悦子、檀野晴言、松本裕一郎、栁田聖幸、
石橋康太、許 表楷、下崎浩史、高田加菜江、西田義秀、
石川一郎、木村悠子、砂押裕子、仲田公美、長谷川麗薫、
内田有里子、木村悦子、檀野太一、檀野晴言、栁田聖幸、
池田康政、井上慎太郎、鳥越大生、森岡雅枝、川口史重、服部可織
山本哲也、若林威夫、堤健裕、宮川英之、友成亮太、寺倉三希子
福岡真理、深井雅之、坂口美香、前田真希、井坂弘、大蔵佳維
松尾樹衣、ｱﾝﾄﾆｰｶﾝﾃﾞｨｰ、松本潤一朗、原田文子、ｳｨﾘｱﾑｼﾞｪﾝｾﾝ、横山房代
坂口美香、前田真希、深井雅之、大蔵佳維、井坂 弘、福岡真理
関本則子、萩原千恵、平澤明美、今野眞理、鈴木公子、栗原美知子
大串月子、砂押裕子、木村悠子、長谷川麗薫、石川一郎、岩間雅之
井坂 弘、竹尾茂樹、福岡真理、深井雅之、前田真希、坂口美香
河本明子、細迫知恵、松岡千映、山下正煕、山本一水、静川 周
石川一郎、大串月子、木村悠子、長谷川麗薫、石川恵子、
伴野元洋、熊丸拓郎、神尾和明、山内祐治、田中雄一郎、
檀野晴一、檀野太一、栁田聖幸、木村悦子、稲垣八千代、辻 靖子
栗原美知子、鈴木公子、関本則子、萩原千恵、久保田洋子、今野眞理
神尾和明、冨塚 崇、山内祐治、熱田知也、伴野元洋、松島健介
菊本るい、小川裕美子、和泉 朱、内藤眞弓、多田信雄、菊地由香里
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第56回（平成23年）
①一水会
②油屋会
③ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
第57回（平成24年）
①水府流水術協会
②ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
③一水会
第58回（平成25年）
①油屋会
②一水会
③桐游倶楽部
第59回（平成26年）
①水府流水術協会
②三田水泳会
③神伝流游泳協会
第60回（平成27年）
①油屋会
②ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
③岩倉流和歌山水練学校
第61回（平成28年）
①三田水泳会
②日泳会
③水任流保存会
第62回（平成29年）
①ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川
②浜寺水練学校
③瑞穂会
第63回（平成30年）
①ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川
②日泳会
③水任流保存会
第64回（令和1年）
①水府流水術協会
②ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川
③三田水泳会

森井康光、長江裕亮、田中大輔、辰巳佳行、望月南海子、高田加菜江
熊丸拓郎、神尾和明、渋谷正聡、冨塚 崇、伴野元洋、平井俊輔
今野眞理、吉田仁美、嵯峨眞起、田中 忍、関本則子、萩原千恵
沼田 悠、南雲和彦、星野正子、小林康男、長谷川麗薫、木村悠子
田中 忍、今野眞理、宮崎真理、酒匂奈穗子、関本則子、嵯峨眞起
土屋智博、森井康光、高田加菜江、石槗康太、辻 亮水、長江裕亮
熊丸拓郎、小田中浩平、田川洋輔、冨塚 崇、山内祐治、
高田加菜江、潮 英岳、長江裕亮、土屋智博、石槗康太、
野田恵加、今田はるか、谷尻牧子、山根久美子、竹尾茂樹、
鈴木庸子、高橋めぐみ、高沢夏子、星野正子、小林康男、
鈴木大介、久保田一貫、友成亮太、上妻沙紀、田脇翔太、
蕨 裕子、上野すみ子、藤井美佳、石橋直子、結城光子、
小田中浩平、冨塚 崇、松島健介、山内祐治、田川洋輔
今野眞理、嵯峨眞起、篠原恵美子、関本則子、鈴木公子、松山奈穂美
小川美加、北島義之、吉村真美、三島珠美、吉村知晃
宇佐美嘉彬、木村聡一郎、佐野太一朗、田脇翔太、友成亮太、盛田崇弘
池田裕子、榎本雅江、小高乙恵、小林あゆみ、寺嶋優佳、戸高由利子
石川彰造、岡田充弘、四宮光行、滝本毅、津山昌江、土岐光徳
今野眞理、鈴木公子、関本則子、松山奈穂美、梅澤佳代、嵯峨眞起
南出拓、大竹敦子、平真季史、宮田愛佳、本間幸弘
中村芙紗子、藤原大樹、緑川洋平、吉井梨華、本村伶奈、原麻由美
嵯峨眞起、関本則子、梅澤佳代、今野眞理、田中忍
小高乙恵、永易至文、榎本雅江、上野栄里子、寺嶋優佳
四宮光行、滝本毅、岡田充弘、土岐光徳、津山昌江、梶原慎司
小泉勝毅、立原庸子、関泰亨、宮森初音、高沢夏子、小林康男
嵯峨眞起、梅澤佳代、安井恵理、関本則子、今野眞理、田中忍
一丸謙志郎、笠原敬太、田脇翔太、久保田一貴、杉野寛樹

団 体 泳 法 競 技 (シニア)
第59回大会より競技開始
第59回（平成26年）
①YWCAフィットネスワオ
②立川市水泳協会
③深川水好会
第60回（平成27年）
①神伝流広島游泳同志会
②向井流水法会
③深川水好会
第61回（平成28年）
①横泳会
②深川水好会
③泳法会品川
第62回（平成29年）
①横泳会
②泳法会品川
③深川水好会
第63回（平成30年）
①向井流水法会
②深川水好会
③ワカバ水泳教室
第64回（令和1年）
①横泳会
②泳法会品川
③深川水好会

秋元道子、阿部照実、天野悦子、金子さとみ、中村芳江、福島加代子
安藤孝子、飯野由美子、内野和子、加藤恵津子、澤田かほる、
稲垣実千代、志倉容子、永峯 孝、原田芙美、牧野潤子、渡辺政見
静川 周、高柿美恵、高木常江、竹内 裕、二瀬正女、山下正煕
秋山敏子、岩鼻ひとみ、栗山眞澄、松本英一、吉田典子
稲垣実千代、志倉容子、永峯 孝、原田芙美、牧野潤子、渡辺政見
高梨圭子、土村久美子、野村水脈子、山口啓子、山本千代子
有田孝子、伊藤香織、加藤操子、志倉容子、永峯孝、牧野潤子
小林悦子、佐野千里、武田玲子、露木早苗、諸貫恵理子
江口幸子、高梨圭子、土村久美子、野村水脈子、山口啓子、山本千代子
小林悦子、佐野千里、武田玲子、露木早苗、宮川千賀子、諸貫恵理子
伊藤香織、加藤操子、菊地由香里、志倉容子、内藤眞弓、牧野潤子
秋山敏子、岩鼻ひとみ、栗山眞澄、佐藤るみ、吉田典子
和泉朱、伊藤香織、浦山百合子、菊地由香里、志倉容子、内藤眞弓
阿部ひとみ、小森陽子、沼澤千恵子、藤枝弘子、松田美智子
江口幸子、高梨圭子、土村久美子、野村水脈子、山口啓子、山本千代子
小林悦子、佐野千里、武田玲子、露木早苗、宮川千賀子
有田孝子、和泉朱、浦山百合子、菊地由香里、志倉容子、内藤眞弓
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