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 ご挨拶

 一般財団法人大阪水泳協会が創立110周年を迎えることが出来まし
たことは、関係者一同大きな喜びであります。
 当協会は1913年に第6回極東大会開催に向けて組織作りがなされた
事に端を発しています。その後、多くの国際大会や日本選手権など重
要な大会を開催してまいりました。大阪が水泳界に残した足跡は大き
く、旧制茨木中学での生徒の手による学校初のプール建設をはじめ、
抜き手からクロール泳法へ自由形を発展させ近代水泳の礎を築くな
ど、その例は枚挙にいとまがありません。さらに大阪市扇町に当時ギ
ネスに認定される20000人規模の大阪プールを建設し、入場制限を
行ったとされる日米豪国際大会を開催しております。また堺市浜寺海
水浴場で展開された日本泳法は音楽と融合し、シンクロナイズドスイ
ミングへと進化していきました。第8代会⻑は戦前に世界を⼀世風靡
した「水泳日本」の衰退を危惧し、私費を投じて山田スイミングス
クールを開設、それは1972年ミュンヘンオリンピック女子１００ｍ
バタフライで念願の金メダル獲得という形で結実しました。そして
50年が経過した昨年、世界選手権ＡＳソロ競技において日本初の金
メダルを獲得しました。協会設立より現在まで、延べ160名のオリン
ピアンを輩出してまいりましたが、奢ることなく日本水泳連盟、大阪
府、大阪市スポーツ協会のご協力に感謝し、今後とも皆様のご支援を
受け、研鑽を積み重ね進んでいくことを心に誓う次第であります。

会長 酒井勝敬



2016年2016年2016年2016年（平成28年）（平成28年）（平成28年）（平成28年）

2021年2021年2021年2021年（令和3年）（令和3年）（令和3年）（令和3年）

乾 友紀子 吉田 胡桃 中村 麻衣 丸茂 圭衣 中牧 佳南

林　愛子 山口 美咲 谷川　亜華葉 池本　凪沙 福村　寿華

安永　真白 木島　萌香 京極　おきな

選手名選手名選手名選手名

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

備考備考備考備考

第３位

第３位

第３位

第３位

種目種目種目種目 備考備考備考備考

200m 背泳ぎ

100m バタフライ

 400m リレー

シンクロデュエット

シンクロチーム

シンクロチーム

シンクロチーム

シンクロチーム

シンクロチーム

第３位

第３位林　愛子林　愛子林　愛子林　愛子

井狩　裕貴井狩　裕貴井狩　裕貴井狩　裕貴

森本　哲平森本　哲平森本　哲平森本　哲平

谷川　亜華葉谷川　亜華葉谷川　亜華葉谷川　亜華葉

池本　凪沙池本　凪沙池本　凪沙池本　凪沙

西田　玲雄西田　玲雄西田　玲雄西田　玲雄

乾　友紀子乾　友紀子乾　友紀子乾　友紀子

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

400m 個人メドレー

バタフライ（補欠）

400m 個人メドレー

800m リレー

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

選手名選手名選手名選手名

中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南

福村　寿華福村　寿華福村　寿華福村　寿華

安永　真白安永　真白安永　真白安永　真白

備考備考備考備考

第31回 オリンピック リオデジャネイロ大会

種目種目種目種目

400m メドレーリレー

第32回 オリンピック 東京大会

種目種目種目種目 種目種目種目種目 備考備考備考備考

藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎

山口 美咲山口 美咲山口 美咲山口 美咲

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃

中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣

丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣

第３位

400m メドレーリレー

400m メドレーリレー

シンクロチーム

100m 背泳ぎ

チーム

チーム

チーム

チーム

デュエット

チーム

高飛込

木島　萌香木島　萌香木島　萌香木島　萌香

京極　おきな京極　おきな京極　おきな京極　おきな

入江 陵介  藤井 拓郎 井狩　裕貴 西田　玲雄



2013年（平成25年）2013年（平成25年）2013年（平成25年）2013年（平成25年）

2015年(平成27年）2015年(平成27年）2015年(平成27年）2015年(平成27年）

2017年(平成29年）2017年(平成29年）2017年(平成29年）2017年(平成29年）

山嵜 舞子山嵜 舞子山嵜 舞子山嵜 舞子

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣

林 愛子林 愛子林 愛子林 愛子

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

福村 寿華福村 寿華福村 寿華福村 寿華

第３位

第３位

備考備考備考備考

山口 美咲山口 美咲山口 美咲山口 美咲

高野　綾高野　綾高野　綾高野　綾

中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣

吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃

選手名選手名選手名選手名

藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎

外舘　祥外舘　祥外舘　祥外舘　祥

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

計 盛光計 盛光計 盛光計 盛光

中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣

田崎 明日花田崎 明日花田崎 明日花田崎 明日花

吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃吉田 胡桃

中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南

丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣

林 愛子林 愛子林 愛子林 愛子

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

田 崎明日花田 崎明日花田 崎明日花田 崎明日花

中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南中牧 佳南

中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣中村 麻衣

選手名選手名選手名選手名

藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎藤井 拓郎

山口 美咲山口 美咲山口 美咲山口 美咲

種目種目種目種目 種目種目種目種目

100m バタフライ

400m リレー

デュエット・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・テクニカルルーティン

備考備考備考備考

第３位

第３位

第３位

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

第３位

第17回 世界水泳選手権　ブダペスト大会

第16回 世界水泳選手権　カザン大会

種目種目種目種目 種目種目種目種目

チーム

チーム

チーム

チーム

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

第３位

備考備考備考備考 備考備考備考備考

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

種目種目種目種目

400m メドレーリレー

400m メドレーリレー

400m メドレーリレー

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・フリールーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン
第３位

第15回 世界水泳選手権　バルセロナ大会

選手名選手名選手名選手名 備考備考備考備考

100m バタフライ

800mリレー

50m 背泳ぎ

備考備考備考備考

第３位

第３位

200m 背泳ぎ

種目種目種目種目

寺川　綾寺川　綾寺川　綾寺川　綾

第３位

第３位

フリーコンビネーション

フリーコンビネーション

フリーコンビネーション

フリーコンビネーション

チーム

フリーコンビネーション

400m リレー

800m リレー

ソロ

デュエット

100m 背泳ぎ

100m 背泳ぎ

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

400m メドレーリレー

400m メドレーリレー

ソロ・テクニカルルーティン

ソロ・フリールーティン

デュエット・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティンフリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

第３位

フリー・コンビネーション

第３位

第３位

第３位

デュエット・フリールーティン

チーム・フリールーティン

デュエット・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

100m 背泳ぎ

200m 背泳ぎ

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

ソロ・テクニカルルーティン

ソロ・フリールーティン

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

400m メドレーリレー

デュエット・テクニカルルーティン

デュエット・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

第３位

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

フリー・コンビネーション 第３位



2021年 東京オリンピック
井狩 裕貴

2019年2019年2019年2019年（令和元年）（令和元年）（令和元年）（令和元年）

2022年2022年2022年2022年（令和4年）（令和4年）（令和4年）（令和4年）

第3位

第3位

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

第3位

優勝

丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣丸茂 圭衣

福村 寿華福村 寿華福村 寿華福村 寿華

木島 萌香木島 萌香木島 萌香木島 萌香

安永 真白安永 真白安永 真白安永 真白

京極 おきな京極 おきな京極 おきな京極 おきな

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

池本 凪沙池本 凪沙池本 凪沙池本 凪沙

第3位

第3位

第18回 世界水泳選手権　光州大会

選手名選手名選手名選手名 備考備考備考備考 備考備考備考備考

第2位

第2位

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

800m リレー

ソロ・テクニカルルーティン

チーム・テクニカルルーティン

優勝

第2位

第2位

第2位

第2位

第2位

谷川　亜華葉谷川　亜華葉谷川　亜華葉谷川　亜華葉

吉井 萌萌花吉井 萌萌花吉井 萌萌花吉井 萌萌花

乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子乾 友紀子

種目種目種目種目 種目種目種目種目

400m メドレーリレー

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

100m 背泳ぎ

フリー・コンビネーションデュエット・テクニカルルーティン

デュエット・フリールーティン

フリー・コンビネーション

200m 背泳ぎ

女子800m リレー

ソロ・テクニカルルーティン

ソロ・フリールーティン

フリー・コンビネーション

フリー・コンビネーション

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

チーム・テクニカルルーティン

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

チーム・テクニカルルーティン

チーム・フリールーティン

フリー・コンビネーション

フリー・コンビネーション

50m 背泳ぎ

100m 背泳ぎ

200m バタフライ

400m 個人メドレー

フリー・コンビネーション

備考備考備考備考

チーム・フリールーティン

第19回 世界水泳選手権　ブダペスト大会

種目種目種目種目 種目種目種目種目 備考備考備考備考

熊谷 日奈多熊谷 日奈多熊谷 日奈多熊谷 日奈多

入江 陵介入江 陵介入江 陵介入江 陵介    

安永 真白安永 真白安永 真白安永 真白

フリー・コンビネーション

フリー・コンビネーション

400m メドレーリレー

ソロ・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

チーム・フリールーティン

選手名選手名選手名選手名

川瀬 由華川瀬 由華川瀬 由華川瀬 由華

木島 萌香木島 萌香木島 萌香木島 萌香

細川 朝香細川 朝香細川 朝香細川 朝香

林 希菜林 希菜林 希菜林 希菜

2021年 東京オリンピック
⻄⽥ 玲雄

2021年 東京オリンピック
⻄⽥ 玲雄徳本コーチ



2022年 世界選手権
乾 友紀子

乾 友紀子 井村コーチ

2022年 世界選手権 2022年 世界選手権
乾 友紀子 チーム4人とコーチ

2022年 世界選手権

目次へ

2021年 東京オリンピック2021年 東京オリンピック
谷川 亜華葉井狩 裕貴

2016年 リオオリンピック コーチと選手 2021年 東京オリンピック 選手



競泳 SC 永瀬篤久

2016 2019 2020

2021

2020

⿊川 紫唯 イトマン富田林/近畿大学

⿊川 紫唯 イトマン富田林/近畿大学 林 希菜 イトマン/同志社大学 谷川 亜華葉 イトマン近大

2017

2016

2015

2014

2013

イトマン 小嶋 美紅 JSSガボ

春季大会 個人種目優勝者 夏季大会 個人種目優勝者

2016

2015

田丸 敬也 NACL
菅 七海 イトマンひばり

2022

2022

2021

2019

弘中 花音 イトマン/四條畷学園

初芝SS

大嶋 千桜 イトマン/四條畷学園

杉本 奈渚 コナミ香里園

イトマン/近畿大附属

藤本 穏 枚方SS

イトマン/四條畷学園

鍵本 彩夏 イトマン/四條畷学園

大阪水泳学校/上宮学園中

2022

2021

2018

2017

2016

谷川亜華葉 イトマン/四條畷学園 谷川亜華葉 イトマン/四條畷学園

2019

鍵本 彩夏 イトマン/四條畷学園 林 希菜 イトマン/近畿大附属

奥園 心咲 枚方SS/立命館宇治

谷川亜華葉 イトマン/四條畷学園 阪井 葵心

舟橋 巧 枚方SS
田積帆乃果

大本 里佳竹村 幸

2013

2014

2015

2017

2018

2021

弘中 花音 イトマン/四條畷学園

小林 愛茉 TAC豊能シートス

吉井萌萌花 イトマン/近畿大附属

2018

久野日菜乃 田尻水泳連盟

吉井萌萌花 イトマン/近畿大附属

ドーム豊能シートス

大嶋 千桜

小東 真皓 イトマン/四條畷学園

阪井 葵心 初芝SS

木村 舜弥 JSS東花園/桃山学院

金谷 駿 イトマン/近畿大附属

高木 陸 KTV豊中/太成学院大高

松田 康平 JSSエビス弘中 花音 イトマン/四條畷学園 田積帆乃果 大阪水泳学校/近畿大附属

小東 真皓 イトマン/四條畷学園

2021
山口 哩駈 桃山学院
松山 育 サンケイST

大橋 信 枚方SS奥 綾香 枚方SSNACL
高木 陸 KTV豊中/太成学院大高

吉井萌萌花

松山 育 サンケイST

山口 哩駈 桃山学院 田丸 敬也 NACL
池田 星那 JSS羽曳野

NSI古川橋
⻫藤 堅⽣ 桃山学院

イトマン富田林/四條畷学園
村瀬 亘紀 イトマン

曽我部菜々 枚方SS
今村 圭吾 田尻水泳連盟

梶本 一花 枚方SS/四條畷学園

大嶋 千桜 イトマン/四條畷学園

山田 啓史 NSI花園
緒方 温菜 イトマン/近畿大附属

高木 陸

⿊川 紫唯吉井萌萌花 イトマン/近畿大附属

山田 啓史 太成学院大高/NSI花園
神園 航平

林 希菜 イトマン/近畿大附属

木下 周勇 イトマン/近畿大附属
中村 葵 枚方SS

大日向海斗 イトマン/近畿大附属津田 萌咲 イトマン/近畿大附属

井本 一輝 イトマン/四條畷学園
谷川亜華葉 イトマン

木村 佳華 KTV豊中
KTV豊中小林 愛茉 ドーム豊能シートス

谷川亜華葉 イトマン
井狩 裕貴 イトマン/近畿大附属

小嶋 美紅 イトマン

2018
木下 周勇 イトマン林 希菜 イトマン/近畿大附属

⿊川 紫唯 イトマン富田林/四條畷学園
小林 愛茉

松山 育 サンケイST

津田 萌咲 イトマン/近畿大附属

泉 颯光 イトマン
曽我部菜々 枚方SS

井本 一輝 イトマン/四條畷学園小嶋 美紅 イトマン/近畿大附属

渡邊 天馬 イトマン/近畿大附属
山本 美杏 枚方SS

奈須 一樹 イトマン守口/常翔学園

田積帆乃果 大阪水泳学校/上宮中

林 大輝 枚方SS
梅木 陽向 大東SS

⿊川 紫唯 イトマン富田林/四條畷学園緒方 温菜 イトマン/近畿大附属

高嶋 悠雅 イトマン
木下 妃魚 イトマン

秦 隆太朗 桃山学院/初芝SS
重藤 流世 イトマン
田丸 敬也 NACL/太成学院大高

谷川亜華葉
井狩 裕貴 イトマン/近畿大附属

小嶋 美紅 イトマン 井狩 裕貴 イトマン/近畿大附属

入澤 愛 イトマン

2017
イトマン

緒方 温菜 イトマン/近畿大附属
井野 ⻯佳 大阪水泳学校/四條畷学園

曽我部菜々 枚方SS 今村 圭吾 田尻水泳連盟
中村 葵 枚方SS

村瀬 亘紀 イトマン
岡元 羽海 JSSりもね 高嶋 悠雅 イトマン

梅木 陽向 大東SS
高木 陸 KTV豊中

竹村 花梨 大阪水泳学校 森本 哲平 イトマン
入澤 愛 イトマン

秦 隆太朗 桃山学院/初芝SS
安達 未莉 枚方SS 稲垣 大智 イトマン

村山 裕香 JSSガボ2016 田丸 敬也 NACL
津田 萌咲 イトマン富田林 秦 隆太朗 桃山学院/初芝SS

松宮 真衣
高嶋 悠雅 イトマン

丸山 夏輝 イトマン 林 大輝 枚方SS
木下 妃魚 イトマン

2015

KTV豊中

井野 ⻯佳 大阪水泳学校/四條畷学園

岩佐磨亜沙 HOS南千里 田丸 敬也 NACL 角谷 大空 イトマン江坂
大本 里佳 イトマン 三浦 圭人 イトマン岸和田 大本 里佳 イトマン

佐藤 佑亮 イトマンあびこ
湯尻 和佳 イトマン 稲垣 大智 イトマン 星山 茅奈 NACL 奈須 一樹 イトマン守口
末下 愛音 イトマン 臼田 悠人 イトマン 山本 美杏 枚方SS

林 大輝 枚方SS
品田木乃葉 イトマン 高嶋 悠雅 イトマン 丸山 夏輝 イトマン 井本 元汰 太成学院大高
竹村 花梨 大阪水泳学校 林 大輝 枚方SS 竹村 花梨 大阪水泳学校

2014

2013

2014 秦 隆太朗 初芝SS
大本 里佳 イトマン 稲垣 大智 稲垣 大智 イトマン
末吉 萌 枚方SS 石山 諒一 イトマン 末下 愛音 イトマン

常盤 忠靖 イトマン
林 希菜 イトマン 藤山 敦司 イトマン 大本 里佳 イトマン 悦過 大知 イトマン

品田木乃葉 イトマン 臼田 悠人 イトマン 丸山 夏輝 イトマン

イトマン
瀧本真由佳 枚方SS牧野 柿木奏之介 牧野SS 大本 里佳 イトマン 早川欣ノ輔 イトマン
城 由莉亜 大阪水泳学校 ⻫藤 堅⽣ KTV豊中 大山みしろ JSS八尾

2013
イトマン

水谷利花子 枚方SS 若山 大輝 イトマン 城 由莉亜 大阪水泳学校

日本選手権 優勝者

 100周年を終えてから早くも10年が経ちました。2020年以降世間はコロナウイルスに振り回され、我々、水泳界も緊
急事態宣言による大会中止、縮小等色んな経験を積んできました。中でも2020年3月のJOＣ春季ジュニアオリンピック水
泳⼤会を筆頭に、2020年夏季⼤会（インターハイ・全国中学・JOC夏季ジュニアオリンピック・国⺠体育⼤会）の中
止、選手は嘸かし無念であったことでしょう。そんな中でも開催された、2020年全国通信大会（インターハイ・全国中
学・ジュニアオリンピック）という新しい大会の取組みが行われました。そして2021年は延期になっていた東京オリン
ピック選考会が行われ大阪府より見事、谷川亜華葉選手が標準記録を突破し、ジュニア選手で代表入りを果たしまし
た。また、2021年は地元大阪でのJOC夏季ジュニアオリンピックカップが開催され徐々にではありますが盛り上がって
きました。まだまだ油断は出来ませんが110周年を節目にこれから10年、強い大阪わくわくする大阪競泳陣を育てたく思
います。

イトマン イトマン

国際大会 優勝者
⿊川 紫唯 イトマン富田林/近畿大学 林 希菜 イトマン/同志社大学 谷川亜華葉

北之坊知樹 関大一

イトマン近大

全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
石井 綺音 イトマン 坂田 怜央 イトマン 丸山 夏輝 イトマン 坂田 怜央

津村 航平
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石井 綺音
イトマン

藤山 敦司
イトマン丸山 夏輝 臼田 悠人

仮屋 陽菜 和田 大誠
末下 愛音
辻本 茉穂

イトマン
津村 航平

イトマン湯尻 和佳 蔡  秉融
品田木乃葉 深澤 康平
渡邊有希子 坂田 怜央
石井 綺音

イトマン
林  大輝

枚方ＳＳ高木 理加 花谷 友翼
大本 里佳 上田 剣聖
丸山 夏輝 伊藤 光彦
⻑澤 未波

イトマン
藤山 敦司

イトマン緒方 温菜 小林 正弥
津田 萌咲 和田 大誠
小嶋 美紅 臼田 悠人

石山 諒一
イトマン稲垣 大智

藤山 敦司
臼田 悠人
川﨑成一郎

KTV豊中池浦 光汰
⻄⼝ 直輝
木村 佳華
勝岡 篤史

イトマン岡嶋 翔太
谷口 健太
臼田 悠人
石山 諒一

イトマン稲垣 大智
村瀬 亘紀
臼田 悠人
泉  陽一

イトマン宮田 一佐
仲道羽琉希
高嶋 悠雅
木下 周勇

イトマン稲垣 大智
村瀬 亘紀
勝岡 篤史
木下 周勇

イトマン井狩 裕貴
村瀬 亘紀
泉  颯光
嶋田 篤人

枚方ＳＳ山本 修斗
筒井 一樹
舟橋  巧
山本 修斗

枚方ＳＳ嶋田 篤人
舟橋  巧
筒井 一樹

全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会
春季大会 リレー種目優勝者 夏季大会 リレー種目優勝者

城 由莉亜
大阪水泳学校

坂田 怜央
イトマン池田 香澄 小林 正弥

本田麻里奈 和田 大誠
堀井 紀沙 藤山 敦司
品田木乃葉

イトマン
津村 航平

イトマン大本 里佳 深澤 康平
井出美沙紀 礒 翼
高木 理加 坂田 怜央
大本 里佳

イトマン
林  大輝

枚方ＳＳ石井 綺音
品田木乃葉
丸山 夏輝
大本 里佳

イトマン
悦過 大知

イトマン湯尻 和佳 有友 敬亮
末下 愛音 植野  零

早川欣ノ輔
吉本 翼

枚方ＳＳ
有友 敬亮

イトマン大野 聡子 早川欣ノ輔
悦過 大知

佐藤 夢 植野  零
大本 里佳

イトマン
小林 正弥

イトマン石井 綺音 臼田 悠人
末下 愛音 和田 大誠
丸山 夏輝 藤山 敦司

イトマン
小林 正弥
臼田 悠人

林  希菜 和田 大誠
谷川亜華葉 藤山 敦司
吉井萌萌花

イトマン
石山 諒一

イトマン弘中 花音 稲垣 大智
梅木 陽向 藤山 敦司
大嶋 千桜 臼田 悠人
弘中 花音

イトマン
臼田 悠人

イトマン鍵本 彩夏 岡嶋 翔太
⻑⾕川葉⽉ 谷口 健太
吉井萌萌花 勝岡 篤史
弘中 花音

イトマン
悦過 大知

イトマン鍵本 彩夏 早川欣ノ輔
吉井萌萌花 森本 哲平
大嶋 千桜 植野  零

イトマン
岡嶋 翔太

イトマン稲垣 杏奈 井狩 裕貴
大嶋 千桜 平良 豪崇
吉井萌萌花 勝岡 篤史

イトマン若山 大輝
村瀬 亘紀
勝岡 篤史
井狩 裕貴

イトマン渡邊 天馬
井本 一輝
岡嶋 翔太

イトマン大日向海斗
森本 哲平
渡邊 天馬
嶋田 篤人

枚方ＳＳ山本 修斗
筒井 一樹

泉  陽一
イトマン宮田 一佐

仲道羽琉希
松山  拓
木下 周勇

イトマン井狩 裕貴
村瀬 亘紀
岡嶋 翔太

枚方ＳＳ

中森 大智
イトマン⿊川 卓聖

古川仙一郎
美濃 大悟
宮田 一佐

イトマン重藤 流世
高嶋 悠雅
小東 真皓

山本  琉
重藤 流世

2013

2014

2018

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2019

2022

2013 2013

2014

2014

2015

2019

2021

2022

木下 周勇

木下 周勇

弘中 花音

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

イトマン

坂田 怜央

市地 颯華
緒方 温菜

藤本 穏

丸山 夏輝

花谷 友翼
川端 伸弥
須崎  悠

舟橋  巧
山本 修斗
嶋田 篤人
舟橋  巧
林  尚哉

小東 真皓
イトマン花井 脩大



競泳

年 性別
平成25年 男子
平成26年 女子
平成27年 男子
平成29年 男子
平成30年 女子
平成30年 男子
平成30年 男子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 女子
令和元年 男子
令和元年 男子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 女子
令和2年 男子
令和2年 男子
令和2年 男子
令和2年 男子
令和3年 女子
令和3年 女子
令和3年 女子
令和3年 女子
令和4年 女子
令和4年 女子
令和4年 女子
令和4年 女子
令和4年 女子
令和4年 男子
令和4年 男子
令和4年 男子
令和4年 男子 四條畷学園高等学校 2:00.22
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近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校

小東 真皓

種目

400m 個人メドレー
100m 背泳ぎ
200m 背泳ぎ
400m 自由形
200m 個人メドレー

名前
北之坊 知樹
立花・石井・末下・丸山
大芦 知央
大園 悠生
小嶋 美紅
木下 周勇
奈須 一樹
中村 葵
谷川 亜華葉

高等学校 長谷部記子
 この10年間には、2018年に大阪北部での大きな地震があり、2020年からはコロナ禍での大会運営
が求められるなど、危機管理をしながら実施することが余儀なくされていきました。2020年当時の
選手たちにとっては、大きな目標であった大会が中止されるなど、スポーツを継続する意義が問わ
れるような状況になっていたと思います。しかし、その年のインターハイ通信大会では、大阪の高
校生たちは気迫あふれるレースをして、多くの選手が好成績を残してくれました。また、2021年に
は四條畷学園高校の谷川亜華葉選手が２０２０東京オリンピックに、また2022年には近畿大附属高
校の吉井萌萌花選手が世界水泳ブタペスト大会に日本代表選手として出場する快挙を成し遂げてく
れました。インターハイでは、毎年複数種目で優勝するなど多くの高校生が活躍してくれていま
す。水泳の歴史が脈々と受け継がれている大阪で、これからも高校生を盛り上げていけるよう精
いっぱいサポートしていきます。

200m 背泳ぎ

所属
関⻄⼤学第⼀⾼等学校
近畿大学附属高等学校
関⻄⼤学北陽⾼等学校
太成学院大学高等学校
近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校
常翔学園高等学校
近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校

200m 平泳ぎ
200m バタフライ
800m 自由形
100m 平泳ぎ
400m 個人メドレー

緒方 温菜
林 希菜
中村 葵
緒方 温菜
谷川 亜華葉

400m 自由形
4×100m フリーリレー
100m 背泳ぎ
100m バタフライ

大嶋 千桜
吉井 萌萌花
神園 航平
重藤 流世
小東 真皓

吉井 萌萌花
谷川 亜華葉
大嶋 千桜
吉井 萌萌花
弘中 花音

近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校

渡邊 天馬
⿊川 紫唯
加藤・中村・大日向・渡邊
大嶋 千桜
吉井 萌萌花

池本 凪沙
梅木・曽我部・吉井・池本
池本 凪沙
市地・曽我部・池本・吉井
⿊川 紫唯

四條畷学園高等学校

近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校
四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校

近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校

四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校
太成学院大学高等学校
四條畷学園高等学校

59.37
56.01

2:13.52
22.77
55.47

55.61
4:42.52

25.34
2:00.08
2:11.58

2:15.53
2:26.49
2:10.76
8:37.85
1:09.52
4:41.13

1:58.43
15:22.36
7:31.01

1:58.82
8:15.08

54.84
4:10.92
3:52.19

記録
3:55.46
3:49.52

56.21
53.20

4:40.96
56.03

2:01.66
4:13.19

400m 個人メドレー
50m 自由形
200m 自由形
200m 背泳ぎ

3:52.67
15:25.52
2:27.83
3:49.08
2:10.45

25.74
2:00.78

⿊川 紫唯
井本 一輝
曽我部 菜々
吉井・梅木・曽我部・池本
藤本 穩

近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校
近畿大学附属高等学校
四條畷学園高等学校

四條畷学園高等学校
四條畷学園高等学校
近畿大学附属高等学校

400m 自由形
1500m 自由形
200m 平泳ぎ
4×100m フリーリレー
200m バタフライ

日本高等学校選手権 優勝者

200m バタフライ
1500m 自由形
4×200m フリーリレー
50m 自由形
200m 自由形

200m 自由形
4×200m フリーリレー
100m 自由形
4×100m メドレーリレー
400m 自由形

100m バタフライ
100m 自由形
200m 平泳ぎ
50m 自由形
100m 背泳ぎ

100m 自由形



競泳 中学校 野口崇弘

年 性別
平成25年 女子
平成27年 女子
平成27年 女子
平成27年 女子
平成28年 男子
平成28年 女子
平成28年 女子
平成28年 女子
平成29年 男子
平成29年 女子
平成30年 男子
平成30年 男子
平成30年 女子
令和元年 男子
令和元年 男子
令和元年 男子
令和3年 男子
令和3年 男子
令和4年 男子
令和4年 男子
令和4年 男子
令和4年 男子

2:05.63大阪市立阿倍野中学校泉 陽一200m 背泳ぎ

200m 自由形 舟橋 巧 枚方市立枚方中学校 1:49.47
200m 個人メドレー 舟橋 巧 枚方市立枚方中学校 2:01.67

400m 自由形 今福 和志 枚方市立第三中学校 3:53.61
1500m 自由形 今福 和志 枚方市立第三中学校 15:05.71

100m 背泳ぎ 泉 陽一 大阪市立阿倍野中学校 58.63

50m 自由形 重藤 流世 吹田市立竹見台中学校 23.73
100m 平泳ぎ 神園 航平 寝屋川市立第七中学校 1:03.99

200m 平泳ぎ 曽我部 菜々 枚方市立第二中学校 2:29.11
400m 自由形 高木 陸 豊中市立第九中学校 3:56.48

400m 自由形 今村 圭吾 泉佐野市立佐野中学校 3:59.74
200m バタフライ 三浦 圭人 貝塚市立第三中学校 2:03.62

1500m 自由形 加藤 睦也 東⼤阪市⽴⻑瀬中学校 15:40.70
800m 自由形  永尾 美友 交野市立第四中学校 8:52.44

800m 自由形  中村 葵 寝屋川市立友呂岐中学校 8:41.86
200m 平泳ぎ 津田 絵梨那 大阪市立文の里中学校 2:28.88

400m 自由形  中村 葵 寝屋川市立友呂岐中学校 4:15.49

800m 自由形 中村 葵 寝屋川市立友呂岐中学校 8:43.28
200m 個人メドレー 小嶋 美紅 大東市立南郷中学校 2:16.38

400m 自由形 竹村 花梨 大阪教育大学附属平野校舎 4:14.66

1500m 自由形 井本 一輝 大阪市立勝山中学校 15:58.54

200m 自由形 丸山 夏輝 東大阪市立意岐部中学校 2:01.89

 中学生の水泳大会は、年2回実施しています。令和２年からは感染症対策として様々な制限があり
ますが、大阪の頂点を目指し力泳する姿は健在です。７月の大阪中学校水泳競技大会 兼近畿大会
全国大会予選は、今年度の参加校数３００校、参加人数１０００名で実施しました。全国大会で
は、参加者４９名の内、１４名が決勝へ進出しました。９月の大阪中学校総合体育大会兼学年別大
会は、今年度の参加校数３１０校、参加数１３００名で実施し、８個の大会新記録が樹立しまし
た。
 また、２０１８年には近畿中学校大会第７０回記念大会を大阪で開催しました。このような大会
の運営に関わることができたことを、たいへん光栄に思いました。
 最後になりましたが（一財）大阪水泳協会をはじめ、（公財）日本水泳連盟、（公財）日本中学
校体育連盟の多大なご支援とご協力を賜りました関係機関の皆様に深く感謝申し上げます 。

種目 名前 所属 記録
全国中学校水泳競技大会 優勝者全国中学校水泳競技大会 優勝者全国中学校水泳競技大会 優勝者全国中学校水泳競技大会 優勝者
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飛込

2018 ⻄⽥ 玲雄
2019 ⻄⽥ 玲雄

2016 ⻄⽥ 玲雄
2017 ⻄⽥ 玲雄
2018 井⼾畑 和⾺

2013 ⻄⽥ 玲雄 高飛込
2014 ⻄⽥ 玲雄 高飛込 飛板飛込
2015 ⻄⽥ 玲雄 高飛込

2013 ⻄⽥ 玲雄 飛板飛込
井⼾畑 和⾺ 高飛込
⻄⽥ 玲雄 高飛込

2015 ⻄⽥ 玲雄 高飛込
井⼾畑 和⾺ 高飛込
⻄⽥ 玲雄 高飛込

2018 ⻄⽥ 玲雄 高飛込
2019 ⻄⽥ 玲雄 高飛込

日本選手権 優勝者

１６〜１８歳
１６〜１８歳

全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 夏季大会 優勝者

全国中学校水泳競技大会 優勝者

日本高等学校選手権 優勝者

2016

１２〜１３歳
１２〜１３歳
１４〜１５歳
１４〜１５歳
１４〜１５歳
１６〜１８歳

大阪水泳学校
大阪水泳学校
大阪水泳学校

大阪市立花乃井

大阪水泳学校
大阪水泳学校

大阪水泳学校
大阪水泳学校
大阪水泳学校
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山﨑雅夫

 最近、飛込競技は、シーズンオフの間に国際試合選考会がおこなわれることが多くなってきて
います。残念なことに関⻄ではシーズンオフに練習する場所がありません。そのような中、⼤阪
の強化は週末に三重県の鈴鹿や石川県の金沢のプールでの練習を重ねてきました。特にここ数年
は東京オリンピックを見据えて強化を図ってきました。しかしながら、他府県の選手と比べると
練習量が随分と不足してるていることが認められます。そのような中、幸いなことに大阪水泳学
校・近畿⼤学所属の⻄⽥玲雄さんが男⼦⾼⾶込に出場することができました。⼤変うれしい出来
事でした。
 大阪の課題としては、通年で練習できる場所の確保。大阪では期待できません。普及活動を進
め、底辺の選手層の拡大が大きな課題となっています。そのためには、コーチ等の人材確保が必
須となっています。今後も現状打破を願って頑張っていく所存です。

大阪水泳学校
大阪水泳学校

10mシンクロ
10mシンクロ

桃山学院 高飛込
桃山学院 高飛込
常翔学園

2014

高飛込

大阪市立花乃井
大阪市立花乃井



S/D 乾友紀子(ナショナルA）
T ナショナルAチーム（乾・中村・吉田・計盛・中牧）
FC ナショナルAチーム（中村・吉田・計盛・中牧）
S/D 乾友紀子（ナショナルA）
T ナショナルAチーム（乾・計盛・中村・吉田・中牧）
FC (一社）井村シンクロクラブ
S/D 乾友紀子(ナショナルA）
T ナショナルAチーム（乾・中村・吉田・中牧・丸茂・田崎・林）
FC ナショナルAチーム（乾・中村・吉田・中牧・丸茂・田崎・林）
S 田崎明日花(井村）
T (一社）井村シンクロクラブAチーム
FC (一社）井村シンクロクラブAチーム
S 大屋希良々(井村）
D 大屋希良々・安永真白(井村）
T (一社）井村シンクロクラブAチーム
FC (一社）井村シンクロクラブAチーム
DTR 山嵜舞子・公門なつの(井村）
TTR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TFR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
FC (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
HR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TTR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TFR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
FC (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
HR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TTR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TFR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
FC (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
HR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
STR 廣田樹(井村）
TTR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
TFR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
FC (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム
HR (一社）井村アーティスティックスイミングクラブAチーム

2015

2021

2020

2019

2017

2016

2014

日本選手権 優勝者

アーティスティックスイミング 　樋口育子
 100周年から10年が経ち、⻑年親しんできたシンクロナイズドスイミングの名称は、
2017年のFINAルール改正でアーティスティックスイミングへと変更されました。
 2016年に行われたリオオリンピックでは、大阪から井村ヘッドコーチ、宮川コーチ率い
る選手6名が出場し、見事にデュエット、チームとも銅メダルに輝きました。一年延期と
なった東京オリンピックには、乾選手と新たなメンバー4人が出場し、開催国として素晴
らしい演技を披露してくれました。
 そして昨年の世界選手権では、井村コーチと乾選手がソロに専念、ソロ2種目ともに優
勝という快挙を成し遂げ、中島ヘッドコーチ率いる新生マーメイドジャパンのチームメン
バー4人も、テクニカルルーティンとフリーコンビネーション2位・フリールーティン3位
と好成績を獲得することができました。
 大阪水泳協会110周年の年に迎える今年の福岡世界選手権で、新たな歴史が刻まれるこ
とを願い、今後もAS委員会一丸となって選手強化を進めて参ります。

2013

2022



S(10−12） 京極おきな
D(10−12） 京極おきな・井⼾垣歩来
D(13−15） 大屋希良々・公門なつの
S(16−18） 田崎明日花
S(13−15） 安永真白
D(13−15） 大屋希良々・公門なつの
S(16−18） 田崎明日花
D(16−18） 田崎明日花・山嵜舞子
D(10-12) 上田麗奈・小笠原美優
S(13−15） 細川朝香
S(16−18） 田崎明日花
D(16−18） 田崎明日花・山嵜舞子
S(13−15） 京極おきな
D(13−15） 京極おきな・廣田樹
S(16−18） 大屋希良々
D16−18） 大屋希良々・安永真白
S(16−18） 安永真白
D(16−18） 大屋希良々・安永真白

2018 D(10−12） 金山万明里・白石紗英
S(16−18） 京極おきな
D(16−18） 京極おきな・廣田樹
S(13−15） 三橋理沙子
D(13−15） 三橋理沙子・松本レナ

※所属は全員井村ASC
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全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会 優勝者

2019

2022

2013

2014

2015

2016

2017



水球 齋藤 好史

2018 2018

オープンウォータースイミング 加藤浩二

⻄⽥⼀⽣ 寺本碧杜 松永 玲

全国JOCジュニアオリンピックカップ水泳競技大会

最優秀選手 大江 陸  最優秀選手 片山太治朗
米田 瑛真

⻄⽥⼀⽣ 寺本碧杜 松永 玲

オープンウォータースイムレースとは、自然の海や湖・川などで行われるレースの総称で、プールで
の競技と異なり、自然の中で行われる競技なので、体力やテクニックはもちろん、海流や水流などを意
識して進路を泳いでいく難しさがオープンウォータースイムレースの魅力のひとつである。
 ２００８年北京オリンピックにおいて正式水泳競技となり、国内においては、２０１６年より日本選
⼿権、２０１８年よりオーシャンズカップが開催されている。２１世紀に⼊り、競泳の⻑距離選⼿がト
レーニングの一環としてオープンウォータースイミングに取り組むケースが増加し、競泳とオープン
ウォータースイミングの２種目の泳者（デュアル・スイマー）の登場によって５ｋｍ・１０ｋｍ種目の
高速化につながっている。
 大阪においては、いち早く取り組んだチームが優秀な選手を輩出し各種大会において入賞している。
今年度、男子では今福和志、岩住宏一郎、女子では梶本一花が活躍しており、今後も更なる活躍を期待
している。なお、梶本一花は２０２３年福岡県で開催される世界選手権大会５ｋｍの派遣選手に選出さ
れており活躍を期待している。まだ競技の歴史は浅いが、この大阪においても普及・強化の対策は急務
であり、優秀な選手の育成、大会誘致を目ざし取り組んでいるところである。これからも皆様のご支援
ご協力をお願いします。

 一般財団法人大阪水泳協会主管のもと2008年から2018年まで全国ＪＯＣジュニアオリンピックカッ
プ夏季水泳競技大会水球競技（以降、全国ＪＯＣ大会）を大阪府立門真スポーツセンターにおいて11年
間開催を継続できたことは、特筆できる。毎年1,000名の水球選手とその保護者、約70名の競技役員に
大会が支えられた。豊中水球クラブは、2013年第36回全国ＪＯＣ夏季大会B区分（15歳以下男子）でベ
スト８となって以降、12歳以下男女と15歳以下男子において春季・夏季でベスト8の成績を９回残して
きた。2018年第41回全国ＪＯＣ夏季大会（最優秀選手大江 陸）・春季大会（最優秀選手片山太治
朗）で連覇し、2019年第42回全国ＪＯＣ夏季大会で準優勝した。女子では、2014年第1回 全日本ジュ
ニア(U17)水球競技選手権大会で女子大阪選抜がベスト8を獲得した。第38回全国ＪＯＣ夏季大会におい
て帝塚山学院中学校、第44回全国ＪＯＣ夏季大会帝塚山学院水球クラブがC区分（15歳以下女子）で、
E区分（18歳以下女子）第42回全国ＪＯＣ夏季大会帝塚山学院高等学校がベスト８を獲得した。国体水
球少年男子が1997年大阪国体７位入賞を果たして以降、2021年三重国体に少年男子が出場権を獲得し
たがコロナ感染症流行を受けて国体が中止となった。2018年第6回アジアジュニア選手権日本代表とし
て新藤 智大（日本体育大学・豊中水球クラブ）が優勝、2019年FINA水球世界ジュニア選手権8位を獲
得した。2019年第10回アジアエージグループ選手権日本代表として片山太治朗（追手門学院高等学
校）が参加し、優勝した。2022年AASFアジア水球選手権女子日本代表として蜷川百音（日本体育大
学・大阪府立茨木高等学校）が、第２位を獲得、2023年に延期された第19回アジア競技大会（水球）
2021FISUワールドユニバーシティゲームズに選出された。
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夏季大会 豊中水球クラブ 春季大会 豊中水球クラブ

優秀選手 片山太治朗 吉村光貴 米田 瑛真 優秀選手 大江 陸  吉村光貴



⽇本泳法 中西利彦

2018
2019
2021
2022

障がい者 博多屋信男

 障がい者委員会の活動ですが、本年度は、5月8日に堺市障がい者スポーツ大会(水泳)、5月14日に
大阪府大会、5月29日大阪市大会、9月23日に大阪ふれあい大会、10月22日にスポーツフェスタ大会
の5日間の大会を障がい者委員会の委員を中心に実施できました。
 だだ8月7日のスペシャルオリンピック大阪は、役員派遣の準備はしていましたが、主催側の都合
で中止になったのは残念です。また、委員の中には、毎年、ジャパンパラリンピックや、近畿障が
い者水泳競技大会に競技役員として参加している委員がいます。また、全国障がい者スポーツ大会
(水泳)に、堺市代表チームのコーチとして参加している委員や、大阪府代表チームのコーチとして
参加している委員や、大阪障がい者スポーツ指導者協議会広報部員として、参加して活躍されて委
員がいることを、障がい者委員会として誇りに思います。
 来年度以降も、障がい者水泳をサポートして、障がい者委員会の活動のより一層の充実を図りた
いと願っています。
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文　師範　木村益紀

 日本泳法という言葉を聞きなれない方も、古式泳法といえばお解りの方もおられるだろう。
 日本泳法とは、日本の地理風土が育ててきた水泳文化であり、泳ぐということは、海に囲まれた
わが国において生命維持をするうえでの必要条件で、水中の生物を食料として捕えるための行動で
あったが、それが武術として変遷していった。特に栄えたのが戦国時代で、実践に即した色々な泳
ぎが各地で生まれた。徳川時代に入ると、泳ぎも水術として武芸に取り入れられ、各藩で武士の教
養的技能として研鑽されてきた。そしてそれが伝統文化として鑑賞化され泳ぎ継がれている。現
在、(公財)日本水泳連盟が認めている流派として１３流派がそれぞれ主に発祥の地で受け継がれて
いる。そして、今では年に一度、各流派が集い、日水連主催の日本泳法大会が開催され、令和4年度
には67回を迎えている。
 日本泳法委員会は、本協会で最も新しく組織された委員会です。今後も、本協会とともに，伝統
を守っていく所存です。

日本泳法大会
圡本 光(支重競技)

圡本 光(支重競技) 
浜寺水練学校(団体泳法競技)
浜寺水練学校(団体泳法競技)

中島一貴(泳法競技) 
圡本 光(支重競技) 
圡本 光(泳法競技/支重競技) 




