
 第 67 回 日本泳法大会 
 2022 年 8 月 20 － 21 日 
 神戸市立ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ 
泳法競技 

 男子 1位 圡本 光 能島流 浜寺水練学校 257.5 

 2位 岡﨑 司 小池流 小池流泅道会 252.5 

 3位 片岡 大征 水府流 水府流水術協会 249.5 

 4位 岡﨑 悠 小池流 小池流泅道会 242.5 

 5位 片岡 岳 水府流 水府流水術協会 238.0 

 6位 山本 顕之介 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 238.0 

 女子 1位 田中 紗矢香 小堀流踏水術 京都踏水会水泳学園 252.5 

 2位 金子 奈央 神伝流 瑞穂会 245.5 

 3位 玉造 亜利亜 水府流太田派 日泳会 241.0 

 4位 加藤 麻純 水府流太田派 立川市水泳協会 238.5 

 5位 田中 海月 岩倉流 岩倉流和歌山水練学校 238.0 

 6位 竹田 千夏 水府流太田派 立川市水泳協会 235.5 

泳法競技ジュニアクラス 秀 優 良 

 男子 6 21 0 

 女子 6 12 1 

団体泳法競技 １位： 浜寺水練学校 

 ２位： 油屋会 

 ３位： 日本神伝流游泳会 

団体泳法競技 １位： 横泳会 
 シニアクラス ２位： 水府流太田派研修会 
 ３位： 向井流水法会 

横泳ぎ競泳 
 男子 1位 佐藤 工介 横泳会 1 分 08 秒 04 

 2位 三木 絃士朗 慶應義塾大学 1 分 12 秒 47 

 3位 山本 顕之介 京都踏水会水泳学園 1 分 14 秒 48 

 女子 1位 杉本 琴虹 京都踏水会水泳学園 1 分 22 秒 54 

 2位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 1 分 26 秒 76 

 3位 浅井 茉那 京都踏水会水泳学園 1 分 31 秒 15 

支重競技 
 男子 1位 圡本 光 浜寺水練学校 2 分 11 秒 

 2位 佐藤 工介 横泳会 1 分 55 秒 

 3位 山本 顕之介 京都踏水会水泳学園 1 分 06 秒 

 3位 畑 尊 京都踏水会水泳学園 1 分 06 秒 

 女子 1位 杉本 瑞夏 京都踏水会水泳学園 3 分 23 秒 

 2位 杉本 琴虹 京都踏水会水泳学園 1 分 45 秒 

 3位 三浦 結衣 長崎游泳協会 1 分 36 秒 



 

 

資格審査合格者 

範士:  2名 
山﨑 優花 (神伝流･瑞穂会) 鈴木 康尊 (太田派･日泳会) 

 

教士:  3名 
有水 健郎 (神統流･現代潮手繰方游泳会) 藤川 八千代 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 
新原 靖子 (太田派･桐游倶楽部) 

 

練士: 10名 
国好 雅夫 (神伝流･神伝流広島游泳同志会) 小笹 安希子 (小堀流･京都踏水会水泳学園) 
石村 怜 (太田派･桐游倶楽部) 伊藤 航人 (太田派･巣泳会) 
井上 志保 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校) 浅井 碧美 (岩倉流･岩倉流和歌山水練学校) 
松下 沙帆 (神伝流･日本神伝流游泳会) 矢田部 沙羅 (神伝流･神伝流游泳協会) 

結城 虎太郎 (小池流･小池流泅道会) 長 祐里枝 (小池流･芦屋水練学校) 

 

游士: 13名 
野本 健 (向井流･向井流水法会) 長谷場 典子 (小池流･小池流泅道会あいち) 
上原 勝義 (神統流･鹿児島市水泳協会鴨池SS) 中澤 宗治 (水任流･水任流保存会) 
鬼丸 常弥 (神統流･鹿児島市水泳協会鴨池SS) 畑 竜太郎 (山内流･百万石日泳会) 
久我 真由美 (向井流･向井流水法道場) 花房 宏行 (神伝流･神伝流広島游泳同志会) 
時田 亜紀 (太田派･東京YWCA) 武内 訓 (小池流･小池流泅道会あいち) 
佐野 薫 (小池流･小池流泅道会あいち) 佐々木 公輔 (太田派･泳法会品川) 
戸澤 貴志 (小池流･小池流泅道会) 

 

如水:  6名 
沼澤 千恵子 (太田派･ワカバ水泳教室) 青野 武子 (太田派･日泳会) 
加藤 喜美子 (太田派･游泳会) 江口 幸子 (太田派･横泳会) 
脇田 倫子 (太田派･游泳会) 福井 康弘 (水府流･水府流土佐会) 

 

和水:  2名 
志倉 容子 (太田派･深川水好会) 三森 美枝 (太田派･水府流太田派研修会) 

 

修水: 11名 
水野 信子 (向井流･向井流水法会) 浅島 良子 (太田派･東京YWCA) 

中田 優子 (向井流･向井流水法会) 井上 由季惠 (神伝流･神伝流宝塚翡翠会) 
中林 範子 (太田派･) 古田 早容 (神伝流･日本神伝流游泳会) 
鈴木 公美 (太田派･信州日本泳法研究会) 服部 良一 (神伝流･日本神伝流游泳会) 
両角 久美 (太田派･信州日本泳法研究会) 林 太志 (太田派･信州日本泳法研究会) 
向山 剛史 (太田派･信州日本泳法研究会) 

 

 

エキシビション優秀者 

菊池 寿徳 水府流 水府流水術協会 

中島 一貴 能島流 浜寺水練学校 

今野 玲奈 水府流太田派 イトマンスイミングスクール品川 

長谷川 麗薫 水府流 水府流水術協会 

鈴木 佳奈子 小堀流踏水術 小堀流踏水会 

鞠子 和也 能島流 浜寺水練学校 


