
＜開催概要＞ 

 
日   程：平成26年8月23日・24日 
開催地：愛知県名古屋市「日本ガイシアリーナ」 
主     催：（公財）日本水泳連盟 
主     管：愛知県水泳連盟 

 

平成26年8月23日24日、愛知県名古屋市「日本ガイシアリーナ」にて第59回日本泳法
大会が行われました。 
13流派になってから初めての大会であり、またこれまでの種目・資格の他に、今大会

より団体泳法競技に「シニアクラス」が新設され、資格審査に「修水」「和水」「如水」の
３資格が加わり、より充実した大会となりました。 
競技出場者、資格審査受検者、役員合わせて二日間で延べ1100名（実数550名）、幅
広い年齢層の方にご参加いただきました。 
 

＜第59回日本泳法大会＞ 



泳法競技 
 男子 1位 池上 正太郎 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 234.5 
     2位 大久保 優駿 水府流 慶應義塾大学 232.5 
     3位 南川 英輝 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 230.0 
     4位 田脇 裕太 水府流 慶應義塾大学 228.0 
     5位 関 泰亨 水府流 水府流水術協会 227.0 
     6位 上野 帯磯 能島流 浜寺水練学校 226.0 
 

 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 237.0 
     2位 宮森 初音 水府流 水府流水術協会 231.5 
     3位 南 美妃 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 229.0 
     4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 227.0 
     5位 熊野 志保 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 224.0 
     6位 柏尾 彩 水府流太田派 桐游倶楽部 221.0 
 
泳法競技ジュニアクラス  秀  優 良 
 男子   1  21   1 
 女子 12  27   0 
 
団体泳法競技 1位： 水府流水術協会 
 2位： 三田水泳会 
 3位： 神伝流游泳協会 
 
団体泳法競技 1位： ＹＷＣＡフィットネスワオ 
シニアクラス 2位： 立川市水泳協会 
 3位： 深川水好会 

＜大会結果＞ 



 横泳ぎ競泳 
  男子  1位 川﨑 一紀 慶應義塾大学 1分06秒81 
       2位 奥村 滉太 京都踏水会水泳学園 1分08秒44 
       3位 田脇 裕太 慶應義塾大学 1分09秒95 
 

  女子  1位 松田 真季 京都踏水会水泳学園 1分23秒83 
       2位 高橋 理菜 横泳会 1分24秒34 
       3位 坂詰 節子 水府流水術協会 1分25秒67 
 
 支重競技 
  男子  1位 大久保 優駿 慶應義塾大学 2分12秒 
       2位 堀内 颯太 岩倉流和歌山水練学校 2分09秒 
       3位 池上 正太郎 京都踏水会水泳学園 1分54秒 
 

  女子  1位 田中 紗矢香 京都踏水会水泳学園 2分54秒 
       2位 山口 紗恵 長崎游泳協会 2分14秒 
       3位 三浦 結衣 長崎游泳協会 1分44秒 

＜大会結果＞ 



 範士：8名 
  河野 隆一 （主馬流・大洲水泳協会） 関本 則子 （太田派・ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ） 
 下川 憲子 （太田派・ＹＷＣＡフィットネスワオ） 中村 美奈子 （太田派・ＹＷＣＡフィットネスワオ） 
 田口 直樹 （神伝流・神伝流津山游泳会） 豊崎 寿昌 （太田派・油屋会） 
 小林 京太 （太田派・油屋会） 大平 麻友美 （水府流・水府流水術協会） 
 

 教士：9名 
 藤井 美佳 （神伝流・神伝流游泳協会） 川久保 佐絵子 （小堀流・小堀流踏水会） 
 竹尾 茂樹 （太田派・桐游倶楽部） 伊藤 瑛祐 （太田派・日泳会） 
 鞠子 和也 （能島流・浜寺水練学校） 野田 恵加 （太田派・桐游倶楽部） 
 神尾 和明 （太田派・油屋会） 山内 祐治 （太田派・油屋会） 
 今田 はるか （太田派・桐游倶楽部） 
 

 練士：6名 
 菊川 郁雄 （太田派・巣泳会） 尾上 真也 （太田派・巣泳会） 
 藤井 大輔 （太田派・巣泳会） 山本 伸子 （神伝流・日本神伝流游泳会） 
 高沢 夏子 （水府流・水府流水術協会） 伊藤 あゆみ （太田派・日泳会） 
 

 游士：19名 
 飯野 由美子 （太田派・立川市水泳協会） 谷田部 温子 （太田派・深川水好会） 
 鈴村 八重子 （小池流・愛知水泳協会） 小池 直子 （太田派・立川市水泳協会） 
 岡口 雅信 （太田派・巣泳会） 佐立 治人 （小堀流・京都踏水会水泳学園） 
 坂本 敦子 （小堀流・学習院） 小笠原 宏之 （能島流・浜寺水練学校） 
 石橋 美樹 （小堀流・学習院） 服部 良一 （神伝流・日本神伝流游泳会） 
 松山 奈緒美 （太田派・ｱｸｱﾏﾘﾝ品川ｽｲﾑｽｸｰﾙ） 本間 幸弘 （能島流・浜寺水練学校）） 
 山本 裕子 （神伝流・新潟水泳協会） 荻原 寿代 （神伝流・日本神伝流游泳会） 
 渡邉 涼子 （神伝流・新潟水泳協会） 二宮 亮 （主馬流・大洲水泳協会） 
 千葉 隆礼 （小池流・小池流泅道会） 大石 浩史 （小池流・小池流・泅道会） 
 原 麻由美 （神伝流・瑞穂会） 

＜大会結果＞ 

資格審査合格者 



 如水：1名 

 木南 美津子 （太田派・游泳会） 
 
 
 

 和水：10名 
 横田 雅子 （太田派・游泳会） 三浦 信子 （太田派・游泳会） 
 結城 光子 （神伝流・神伝流游泳協会） 藤枝 弘子 （太田派・ワカバ水泳教室） 
 晒野 美紀 （向井流・向井流錦会） 露木 早苗 （太田派・横浜好泳会） 
 岩鼻 ひとみ （向井流・向井流水法会） 小林 悦子 （太田派・泳法会品川） 
 山本 千代子 （太田派・横泳会） 高梨 圭子 （太田派・横泳会） 
 
 

 修水：18名 
 五十嵐 定美 （太田派・游泳会） 安藤 孝子 （太田派・立川市水泳協会） 
 柴田 泉 （太田派・水府流太田派研修会） 山﨑 正文 （太田派・水府流太田派研修会） 
 波多野 房子 （太田派・神奈川県水泳連盟日本泳法教室） 木南 純子 （太田派・游泳会） 
 永峯 孝 （太田派・深川水好会） 濱島 加都余 （山内流・百万石日泳会） 
 篠 滋子 （太田派・日本泳法研究会研究所） 福島 加代子 （太田派・ＹＷＣＡフィットネスワオ） 
 加藤 礼子 （向井流・向井流水法研修会世田谷） 柴田 たか子 （太田派・横泳会） 
 岩井 康子 （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） 山口 啓子 （太田派・横泳会） 
 小宮 順子 （太田派・泳法会品川） 和井田 浩子 （小池流・兵庫県水泳連盟泳法研修所） 

＜大会結果＞ 

資格審査合格者 



＜大会の様子＞ 

会場 

泳法競技 泳法競技 

開会式 選手宣誓 



泳法競技 団体泳法競技 

＜大会の様子＞ 

横泳ぎ競泳 横泳ぎ競泳 



＜大会の様子＞ 

支重競技 資格審査 

公開演技 公開演技 



＜大会の様子＞ 

閉会式 閉会式 

閉会式 日野明徳委員長挨拶 


