
年2019 月8 －24 日25
千葉県国際総合水泳場

第     回 日本泳法大会64

男子

女子

女子

男子

女子

泳法競技

横泳ぎ競泳

支重競技

男子

11

優

14

良

0

泳法競技ジュニアクラス 秀

男子

女子 10 30 0

団体泳法競技 １位：

２位：

３位：

団体泳法競技 １位：

２位：

３位：

シニアクラス

1位 中島 一貴 能島流 浜寺水練学校 250.5

2位 田脇 裕太 水府流 三田水泳会 248.5

3位 結城 虎太郎 小池流 小池流泅道会 245.5

4位 八木 一夫 小堀流踏水術 小堀流踏水会 245.0

5位 宮森 大地 水府流 水府流水術協会 239.0

6位 米田 誉 能島流 浜寺水練学校 238.0

1位 今野 玲奈 水府流太田派 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川 251.0

2位 北林 美穂 神伝流 瑞穂会 248.5

3位 西出 朱里 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 242.0

4位 矢田部 沙羅 神伝流 神伝流游泳協会 231.5

5位 玉造 亜利亜 水府流太田派 日泳会 229.5

6位 蝦名 麗花 向井流 向井流水法会 229.5

1位 中野 安寿加 京都踏水会水泳学園 1 22 12秒分

2位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 1 23 86秒分

3位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1 25 91秒分

1位 圡本 光 浜寺水練学校 2 08 秒分

2位 米田 誉 浜寺水練学校 2 03 秒分

3位 齊田 惇之介 京都踏水会水泳学園 1 41 秒分

1位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 3 56 秒分

2位 秋山 愛奈 京都踏水会水泳学園 3 35 秒分

3位 蝦名 麗花 向井流水法会 2 20 秒分

1位 佐藤 工介 横泳会 1 09 65秒分

2位 三木 明了 京都踏水会水泳学園 1 09 90秒分

3位 一丸 謙志郎 三田水泳会 1 11 38秒分

水府流水術協会

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川

三田水泳会

横泳会

泳法会品川

深川水好会



資格審査合格者

游士: 名19
大場 美保 (太田派･游水会) 保坂 和世 (太田派･霞ヶ丘游泳会)

星野 匠 (小池流･小池流泅道会あいち) 井元 雅子 (向井流･向井流水法研究会)

池田　美保子 (水府流･水府流水術協会) 竹田 祐子 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川)

酒井 喜代美 (向井流･向井流水法研究会) 高島 義喜 (山内流･百万石日泳会)

片山 文香 (太田派･) 三條谷 岳 (神伝流･新潟水泳協会)

黒田 晶子 (神統流･神統流継承保存会) 石塚 伸一 (小池流･小池流泅道会あいち)

石黒 佳代子 (太田派･泳法会品川) 金澤 健二 (小池流･小池流泅道会あいち)

中舘 晶子 (太田派･ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ品川) 石田 浩司 (観海流･泅水術観海流)

丸岡 咲子 (太田派･游泳会) 藤 秀義 (太田派･巣泳会)

角 学 (太田派･巣泳会)

練士: 名9
津山 昌江 (水任流･水任流保存会) 高田 加菜江 (神伝流･一水会)

佐竹 俊彦 (小堀流･小堀流踏水会) 関 泰亨 (水府流･水府流水術協会)

坂﨑 健斗 (小堀流･小堀流踏水会) 村上 絢華 (小堀流･小堀流踏水会)

中野 安寿加 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 小泉 勝毅 (水府流･水府流水術協会)

宮森 初音 (水府流･水府流水術協会)

教士: 名5
尾上 真也 (太田派･巣泳会) 立原　庸子 (水府流･水府流水術協会)

塚本 愛 (向井流･水法研修会世田谷) 竹岡 寿理 (主馬流･大洲水泳協会)

高沢 夏子 (水府流･水府流水術協会)

範士: 名2
肥山 朋子 (太田派･東京YWCA) 髙橋 隆幸 (小池流･小池流泅道会)

修水: 名7
石山 トミエ (向井流･雪ヶ谷スポーツクラブ) 飯島 富太郎 (太田派･游水会)

内野 和子 (太田派･立川市水泳協会) 小森 陽子 (太田派･ワカバ水泳教室)

宮川 千賀子 (太田派･泳法会品川) 内田 圭子 (小堀流･学習院)

渡邉 涼子 (神伝流･新潟水泳協会)

和水: 名5
木南 純子 (太田派･游泳会) 濱島 加都余 (山内流･百万石日泳会)

伊藤 香織 (太田派･深川水好会) 野村 水脈子 (太田派･横泳会)

浅野 由美 (太田派･)

如水: 名2
結城 光子 (神伝流･神伝流游泳協会) 岩鼻 ひとみ (向井流･向井流水法会)


