
＜開催概要＞

日 程：平成27年8月22日・23日

開催地：広島県 「広島ビッグウェーブ」

主 催：（公財）日本水泳連盟

主 管：（一財）広島県水泳連盟

後 援：広島県教育委員会

（公財）広島県体育協会

広島市

広島市教育委員会

（公財）広島市スポーツ協会

＜第60回日本泳法大会＞

平成２７年８月２２日・２３日の両日、広島ビッグウェーブにおいて第６０回日本

泳法大会が開催されました。

今年も全国からのべ１０００名以上の方にご参加いただき、広島県水泳連盟

をはじめ関係の皆様のご協力のもと、盛大に行われました。

また、６０回の記念大会として、大会前日に記念式典・祝賀会が行われ、大会

２日目には１３流派の代表的泳者による模範泳法が披露されました。

（公財）日本水泳連盟
日本泳法委員会



＜大会結果＞
泳法競技
男子 1位 田脇 翔太 水府流 三田水泳会 236.0

2位 南川 英輝 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 233.5
3位 関 泰亨 水府流 水府流水術協会 232.0
4位 池上 正太郎 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 230.0
5位 田脇 裕太 水府流 慶應義塾大学 227.0
6位 坂﨑 健斗 小堀流踏水術 小堀流踏水会 219.0

女子 1位 今野 玲奈 水府流太田派 ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ 234.5
2位 佐々木 直子 水府流太田派 ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ 225.0
3位 南 美妃 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 224.0
4位 宮森 初音 水府流 水府流水術協会 222.0
5位 西出 朱里 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 215.0
6位 皿田 祥子 神伝流 一水会 213.5

泳法競技ジュニアクラス 秀 優 良
男子 9 16 1
女子 10 25 0

団体泳法競技 1位 油屋会
2位 ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ
3位 岩倉流和歌山水練学校

団体泳法競技 1位 神伝流広島游泳同志会
シニアクラス 2位 向井流水法会

3位 深川水好会



＜大会結果＞

横泳ぎ競泳
男子 1位 田脇 裕太 慶應義塾大学 1分08秒90

2位 奥村 滉太 京都踏水会水泳学園 1分10秒88
3位 三木 明了 京都踏水会水泳学園 1分14秒18

女子 1位 高橋 理菜 横泳会 1分23秒85
2位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1分25秒80
3位 中野 安寿加 京都踏水会水泳学園 1分25秒88

支重競技
男子 1位 田脇 裕太 慶應義塾大学 1分54秒

2位 藤田 洋輔 慶應義塾大学 1分18秒
3位 小網 健仁 京都踏水会水泳学園 1分11秒

女子 1位 田中 紗矢香 京都踏水会水泳学園 4分31秒
2位 秋山 愛奈 京都踏水会水泳学園 3分07秒
3位 三浦 結衣 長崎游泳協会 2分03秒



＜大会結果＞

資格審査合格者
範士： 13名
重川 瑞枝 （太田派・ﾋﾞｯｸﾞ・ｴｽ ｻﾝｳｪｲ横浜） 萩野谷 恵子 （水府流・水府流水術協会）
塚原 悦子 （太田派・泳法会品川） 佐相 和希 （主馬流・大洲水泳協会）
松本 英之 （小堀流・小堀流踏水会） 松尾 利恵 （小堀流・小堀流踏水会）
田中 英弥 （小堀流・学習院） 中谷 直喜 （神伝流・神伝流広島游泳同志会）
北島 浩司 （水府流・三田水泳会） 菱沼 清美 （水府流・水府流水術協会）
榎本 裕 （太田派・油屋会） 横山 慈代 （小堀流・小堀流踏水会）
片岡 丈典 （水府流・水府流水術協会）

教士： 4名
上東 美鈴 （水任流・水任流保存会） 渋沢 崇行 （水府流・三田水泳会）
山根 久美子 （太田派・桐游倶楽部） 辰巳 佳行 （神伝流・一水会）

練士： 6名
栗山 眞澄 （向井流・向井流水法会） 大井 康行 （小池流・小池流泅道会）
有水 健郎 （神統流・神統流保存会） 柏尾 彩 （太田派・桐游倶楽部）
明橋 冴 （太田派・桐游倶楽部） 新原 靖子 （太田派・桐游倶楽部）

游士： 25名
伊藤 史子 （太田派・深川水好会） 田渕 里枝 （神伝流・神伝流津山游泳会）
飯島 富太郎 （太田派・游水会） 風間 清美 （神伝流・新潟水泳協会）
合屋 久世 （神伝流・兵庫県水泳連盟泳法研修所） 上杉 初男 （観海流・泅水術観海流）
佐藤 文江 （神伝流・新潟水泳協会） 宮川 千賀子 （太田派・泳法会品川）
鈴木 まるみ （太田派・深川水好会） 池田 登喜子 （神伝流・新潟水泳協会）
中田 優子 （向井流・向井流水法会） 二本松 信子 （太田派・ﾋﾞｯｸﾞ・ｴｽ ｻﾝｳｪｲ横浜）
今井 己喜江 （神伝流・神伝流津山游泳会） 中川 千恵子 （太田派・日本泳法練習会）
圀府寺 るな （神伝流・神伝流宝塚翡翠会） 関口 真美子 （太田派・横泳会）
小池 貴子 （太田派・横泳会） 胡 泰志 （神伝流・神伝流広島游泳同志会）
難波 映二 （神伝流・神伝流岡山游泳会） 大久保 新 （山内流・百万石日泳会）
勝方 久仁子 （小堀流・学習院） 岡田 充弘 （水任流・水任流保存会）
藤原 佳美 （神伝流・日本神伝流游泳会） 前門 孝憲 （小堀流・長崎游泳協会）
保田 准 （神伝流・神伝流岡山游泳会）



資格審査合格者
如水： 2名
笠原 博子 （向井流・向井流錦会） 鳥羽 豊子 （太田派・游泳会）

和水： 11名
伊藤 京衛 （小堀流・長崎游泳協会） ｶｰﾊﾞﾅﾘｰ 百合子（向井流・向井流水法研修会世田谷）
伊藤 陽子 （太田派・横泳会） 西田 千影 （太田派・游泳会）
土村 久美子 （太田派・横泳会） 菊池 ちい子 （太田派・霞ヶ丘游泳会）
内藤 眞弓 （太田派・深川水好会） 吉田 典子 （向井流・向井流水法会）
浅川 希素子 （太田派・YWCAフィットネスワオ） 菊地 由香里 （太田派・深川水好会）
川田 美津子 （太田派・横泳会）

修水： 13名
佐藤 テル （太田派・横泳会） 渡辺 美子 （向井流・向井流錦会）
牧野 潤子 （太田派・深川水好会） 志倉 容子 （太田派・深川水好会）
石崎 正恵 （太田派・ﾋﾞｯｸﾞ・ｴｽ ｻﾝｳｪｲ横浜） 加藤 操子 （太田派・深川水好会）
平井 礼子 （太田派・ﾋﾞｯｸﾞ・ｴｽ ｻﾝｳｪｲ横浜） 佐野 千里 （太田派・泳法会品川）
有田 孝子 （太田派・深川水好会） 小藤 由紀子 （太田派・水府流太田派研修会）
羽田 悦子 （太田派・横泳会） 三冨 由美 （太田派・YWCAフィットネスワオ）
中川 寛奈 （太田派・水府流太田派研修会）

＜大会結果＞



＜大会の様子＞

大会会場

開会式

選手宣誓



＜大会の様子＞
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＜大会の様子＞
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