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第９回ワールドゲームズ 

女子サーフィス４×１００ｍリレー出場決定 
２０１３年７月２５日～８月１４日にコロンビア・カリ市で開催される第９回ワールドゲームズにフィン

スイミング女子サーフィス４×１００ｍリレーの出場が決定した。 

 

ワールドゲームズは「第２のオリンピック」 

 ワールドゲームズとは、オリンピック競技種目に採用されていない競技の国際的な総合競技大会。国際ワ

ールドゲームズ協会（ＩＷＧＡ International  World  Games  Association）主催、国際オリンピック委

員会（ＩＯＣ）後援で、４年に１回、夏季オリンピックの翌年に開催されている。ワールドゲームズで行わ

れる競技は、国際スポーツ団体連合（Ｓｐｏｒｔｓ  Ａｃｃｏｒｄ）と国際ワールドゲームズ協会加盟競

技の中で、オリンピックに採用されていない競技、そして世界の４大陸４０か国以上に協会があり、３回以

上の世界選手権等が行われている競技となっている。Ｓｐｏｒｔｓ  Ａｃｃｏｒｄとは、世界４大陸、４

０か国以上に普及しているスポーツの国際連盟が加入している世界最大の国際スポーツ団体の連合組織で

あり、ＣＭＡＳ（世界水中連盟）ももちろん加盟している。 



 

ワールドゲームズの歴史 

 オリンピックの競技種目に加わることは、多くのスポー

ツ団体が目指すところだが、オリンピックは規模が拡大し、

新たな競技種目を加えることは、難しい状況になってきて

いた。すでに１９７０年代には、その傾向が顕著であり、

オリンピック競技ではない国際スポーツ連盟の中から、オ

リンピック競技以外の競技種目で世界的な大会を開催しよ

うという機運が生まれていたという。その後１９８０年に

ワールドゲームズ協議会が設立され、翌１９８１年にアメリカ・サンタクララで第１回ワールドゲームズが

開催された。その後ワールドゲームズ協議会は国際ワールドゲームズ協会と改称され、４年に１回開催され

る大会は、回ごとに実施競技が増え、また参加選手、参加国（地域）も大幅に増加してきている。 

 

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）がワールドゲームズ大会を後援 

 ２０００年１０月にＩＯＣがワールドゲームズを支援していく覚書の調印がＩＯＣとＩＷＧＡの間で行

われている。この覚書により、ＩＯＣはドーピングテスト費用の負担、知識・技術両面での支援、援助の提

供、各国オリンピック委員会にワールドゲームズの参加者支援の要請などの支援を恒久的に行うことになっ

ている。 

 

ワールドゲームズの特徴 

 オリンピック競技種目以外で行われるワールドゲームズ大会だが、オリンピックと大きく異なる点がある。

大会はオリンピックのような巨額の費用がかからないように、既存の設備を利用してできる種目を実施して

いる。また参加選手の選考は、国が行うのではなく、各競技の国際スポーツ連盟（ＩＦ）が選考し、その選

手が所属する各国の競技連盟に派遣を要請することになっている。また競技大会とは別に「スポーツ・フォ

ー・オール」の普及を目的とした市民参加型スポーツイベントの他、コンサートや展示会なども実施される

総合的文化イベントを目指している。 

 開催競技の中には、かつてオリンピック種目だった競技もあり、またワールドゲームズの種目からオリン

ピック種目になった競技もある。たとえばバドミントン、トランポリン、テコンドー、トライアスロン、女

子重量挙げなどは、現在オリンピックで行われている。またソフトボールは日本がオリンピックで金メダル

を獲得し注目されたが、現在はワールドゲームズの種目となっている。 

 

第６回大会は秋田で開催 

 ２００１年８月１６日～２６日に第６回ワールドゲームズ大会が秋田で開催されている。１９９６年に開

催が決定し、秋田県では民間を中心とした（財）秋田ワールドゲームズ２００１組織委員会が設立され、秋

田県がバックアップすることで大会準備に入り、大会は秋田県内８市町村で実施された。秋田大会には、９

３の国と地域、４０５４名の選手・役員が参加、公式競技２６、公開競技５が行われた。 

 フィンスイミング競技は開催国として男女各４名がリレーと個人種目に参加している。その後の第７回ド

イツ・デュイスブルグ大会、第８回高雄大会には、ＣＭＡＳより選考された酒井秀彰、坂本弥生の２名がア

プニアに出場している。 

 

ワールドゲームズのフィンスイミング 

 ワールドゲームズで行われるフィンスイミング競技は、男女のアプニア５０ｍ、サーフィス１００ｍ、２

００ｍ、４００ｍ、４×１００ｍリレーであり、男女各４２名、合計８４名の選手が出場することができる。 

 日本から選考された女子リレーは、２０１１年にハンガリーで開催された世界選手権大会サーフィス４×

１００ｍリレーで決勝進出して８位となり、日本の女子リレーチームが選考された。メンバーについては、

２０１２年の国際大会参加者のランキングがベースとなり、日本の女子リレーチームについては、尾形蘭、

山岡明奈、藤巻紗月、有路友紀の４名となった。 

 

第９回ワールドゲームズ・カリ２０１３ 

 南米コロンビアの南西部バジェ・デル・カウカ県にあるカリ市（正式名サンディアゴ・デ・カリ）は、人

口約２００万人で、首都ボゴダにつぐ大都市である。アンデス山脈の標高約１０００ｍに位置している。ワ

ールドゲームズ開催については、コロンビアが国を挙げて準備しているという。 

カリ大会のホームページ http://www.theworldgames2013.com/ 

http://www.theworldgames2013.com/


第１３回フィンスイミングアジア選手権大会 
１１月７～９日 ベトナム・ダナン 

 

１３回目となったフィンスイミングア

ジア選手権大会は、ベトナム・ダナン市で

開催された。今回の大会から、同時開催で

アジアユース選手権大会も行われ、大会に

は１１ヶ国（ベトナム、韓国、フィリピン、

中国、インドネシア、カザフスタン、香港、

台湾、タイ、キリギスタン、日本）が参加

した。日本からは、シニア日本代表１１名

（男子８名、女子３名）とユース日本代表

７名（男子２名、女子５名）が大会に挑ん

だ。 

 

アジアの勢力地図 

 

 中国と韓国がアジアの２強という構図

は、今回も大きく変化することはなかった。

金メダル獲得数を見ると韓国１５、中国１

１と男女１５種目ずつのうち大半をこの

２国が分け合うという結果である。開催国ベトナムも

強化が進み、金メダルは１個ながら、銀５、銅１０と

合計１６個のメダルを獲得している。さらにビーフィ

ン種目では、タイやインドネシアなどがメダルを獲得

しており、徐々にアジアにフィンスイミングが浸透し

てきていることがわかる。ビーフィン種目にエントリ

ーした選手は、ほとんどが各国の競泳出身者で、中に

はオリンピック出場者もいたようである。 

 アジアではビーチゲームズ、インドアゲームズなど

のＯＣＡ（オリンピックカウンシルオブアジア）主催

の大会があるが、こうした大会にフィンスイミング種

目が取り入れられ、各国が強化に乗り出している結果

である。 

 日本はシニアでは銀メダル１、銅メダル１という結

果となった。選手の頑張りは賞賛に値するが、国内で

の競技力強化の支えは、選手の気持ちだけという現状

は残念なことである。 

 

男子リレー日本記録樹立 

４×１００ｍリレーで５秒以上更新 

 

 最終種目の男子リレー。これまでの４×１００ｍサ

ーフィスリレーの日本記録は２分３９秒６３だった。

今回のリレーメンバーはこの記録を樹立した時と全

く同じ長谷川雄太、谷川哲朗、増田恒幸、池口貴雄の

４人。５月の日本選手権１００ｍサーフィスの上位４

名で、この時は長谷川が３９秒台で泳いだものの、あ

と３人は４０秒台の記録だった。４人はもちろん記録

更新を目指していたが、アンカー池口がゴールした時

の電光表示は、２分３３秒８９というもの。大幅な記

録更新に一番驚いたのは、泳いだ４人だったかもしれ

ない。 

 まず１泳の長谷川が、初めの５０ｍを１８秒０８で

入った。これは個人種目１００ｍサーフィス予選の入

りより早い。長谷川は１００ｍで個人種目での日本記

録樹立を目指してきたが、予選、決勝と２度のチャン

スをものにできず、リレーにかける思いが強かった。

長谷川は３８秒０６の日本記録を樹立して、２泳の谷

川に引き継いだ。谷川も個人種目での記録を上回る３

９秒１８で泳ぐ。３泳の増田は「僕のメイン種目はリ

レー」と公言する日本チームのキャプテンである。増

田は入りの５０ｍを１７秒６３という５０ｍのベス

トに近い記録で泳ぎ、３８秒５０でアンカー池口につ

ないだ。初めてアンカーを務めた池口だが、この大会

では、ここまで出場種目すべてで自己ベストを更新し

ていた。池口の入りは１７秒８０。そして大きくベス

トを更新する３８秒１５で泳ぎ切ったのだった。２分

３３秒８９という記録は、これまでの記録を５秒以上

更新した日本記録樹立となった。４人の気持ちが一つ

になって作った記録である。 

 また大会初日に行われた４×２００ｍサーフィス

リレーでも日本記録が出ている。今回２００ｍサーフ

ィスの日本記録保持者宮本祐治が仕事の都合がつか

ず、大会に参加できなかった。リレーの主要メンバー

である宮本の欠場で、急きょ泳ぐことになったのが、



池口貴雄。池口は数年ぶりに泳ぐことになった２００

ｍの練習を開始し、大会を迎えた。４×２００ｍサー

フィスリレーのメンバーは、関野義秀、池口貴雄、尾

畑雄平、増田恒幸。エース宮本を欠いたが、もちろん

目指すは日本記録だった。結果は６分１０秒５１の日

本記録樹立。とくに２泳の池口は引き継ぎながら１分

３０秒１４という日本記録を上回るタイムで泳いで

いた。 

 日本男子リレーは両種目とも日本記録を更新した

が、４位。メダルには届かなかった。しかし、手を伸

ばせば届くところまで来ているといえそうだ。 

 

山岡明奈１５００ｍサーフィスで銀メダル 

 

 １１月７日に

始まった大会初

日。１５００メー

トルサーフィス

に出場した山岡

明奈は銀メダル

を獲得して、日本

チームを活気づ

かせた。もともと

国際大会に強い

山岡は、２００９

年のアジアイン

ドアゲームズ８

００ｍサーフィ

スで優勝や、ワー

ルドカップでのユース優勝などがあるが、シニア代表

としてアジア選手権でのメダル獲得は初めてのこと。

今回、ベスト更新はならなかったが、今後の活躍に期

待である。 

 

山階早姫２００ｍビーフィンで銅メダル 

 

 競泳から

フィンスイ

ミングに転

身し、５月

の日本選手

権でビーフ

ィン５０ｍ、

１００ｍ、

２００ｍの

３種目制覇、

２００ｍで

は日本記録を樹立した山階早姫。今回もメダルの期待

が大きかった。 

 レースは初日１００ｍ、２日目５０ｍ、最終日２０

０ｍというスケジュール。初日の１００ｍは、５２秒

３５で５位、２日目５０ｍは、２４秒１２で５位。そ

して最終日の２００ｍで３位となり銅メダルを獲得

した。記録は１分５４秒２５だった。日本選手権のタ

イムに及ばず、「難しい・・・・・」 

 女子ビーフィンは、２００ｍ台湾、１００ｍベトナ

ム、５０ｍ韓国が金メダルを獲得している。 

 

ユース女子４×２００ｍサーフィスリレーで 

銅メダル 

 

 今回初めて行

われたアジアユ

ース選手権大会。

シニアの種目と

同じプログラム

で、タイムレース

決勝でレースが

行われた。日本か

ら参加した７名

は、７月に開催さ

れたユース世界選手権大会に参加した選手ばかり。国

際大会の経験は、若い選手をどんどん成長させていく。

オーストラリア・グラーツで行われた世界選手権大会

で、日本女子ユースは４×２００ｍサーフィスリレー

で、ユース記録更新を目指したものの、わずかに及ば

なかった。日本チームとして臨める大会は、多くない。

グラーツでリレーを泳いだ４人は、「今度こそユース

記録を更新したい」という目標を持っていた。有路友

紀、小野綾華、立元瑞季、平井寿奈の４名は、初日の

４×２００ｍで、グラーツの記録を５秒あまり上回り、

７分０５秒４７のユース日本記録を樹立し、４位でゴ

ールした。ところが、さらに４人を待っていた嬉しい

知らせは、上位の１チームに違反があり、繰り上げに

よる３位入賞という銅メダルのご褒美だった。最終日

の４×１００ｍサーフィスリレーでも、同じ４人のメ

ンバーが出場し、記録更新かと思われたが、引き継ぎ

に違反があり、失格となった。しかし、７月の世界選

手権以降、このベトナムでの大会を見据えて、練習し

てきた成果は見せることができた。 

個人種目でも、飯田智士は１００ｍサーフィスでグ

ラーツでの４４秒９０から４３秒１５へと大幅にタ

イムを更新している。飯田だけでなく、世界大会終了

後も気を抜くことなく練習を続けた選手は、それなり

の結果を出すことができた。伸びしろの大きいユース

だけに来年に向けて、さらなるジャンプアップを目指

してほしい。 

 

女子リーダー尾形蘭 

 

「蘭さんと一緒に遠征に行きたい」若い選手の言葉で

ある。日本のフィンスイミングを引っ張ってきた尾形

蘭が久しぶりにアジアの舞台に戻ってきた。 

日本記録を持つサーフィス５０ｍ、１００ｍ、２０

０ｍの３種目に出場した尾形蘭は、日本記録更新こそ

ならなかったが、どの種目にも安定した力を見せた。

初日の１００ｍ４４秒５０で５位、２日目５０ｍ２０

秒２０で５位、３日目２００ｍは１分３９秒９６で７

位。 

 今回、日本の女子はリレーチームを組むことができ

なかったが、尾形を中心に来年は世界にチャレンジし

てもらいたいと思う。



第 13回フィンスイミングアジア選手権大会結果 

11月 7日 

100ｍSF 尾形  蘭  44.50 5位 

     長谷川雄太  予選 38.81決勝 39.36 7位 

     谷川 哲朗  予選 39.42決勝 39.27 6位 

100ｍBF 山階 早姫  52.35 5位 

     門間 貴史  予選 47.22決勝 47.78 8位 

1500ｍSF 山岡 明奈  14：25.29 2位 

     大下 和茂  14：01.53 4位 

4×200ｍSFリレー     6：10.51  4位  

日本記録（関野、池口、尾畑、増田） 

11月 8日 

50ｍSF  尾形  蘭  20.20 5位 

     池口 貴雄  予選 17.39決勝 17.13 6位 

     長谷川雄太  予選 17.12決勝 17.29 7位 

50ｍBF  山階 早姫  24.12 5位 

谷川 哲朗  予選 21.55決勝 20.66 5位 

400ｍSF 山岡 明奈  3：38.26 5位 

     関野 義秀  3：21.99 9位 

11月 9日 

50ｍAP  増田 恒幸  予選 16.12決勝 16.15 6位 

     長谷川雄太  予選 15.79決勝 15.53 4位 

200ｍSF  尾形  蘭  1：39.96 7位 

     尾畑 雄平  1：33.04 5位 

200ｍBF 山階 早姫  1：54.25 3位 

     谷川 哲朗  1：43.12 4位 

800ｍSF  山岡 明奈  7：32.31 6位 

     関野 義秀  7：10.64 7位 

     大下 和茂  7：22.21 8位 

4×100ｍSFリレー      2：33.89 4位  

日本記録（長谷川、谷川、増田、池口） 

        1泳長谷川雄太 38.06 日本記録 

 

第 1回フィンスイミングアジアユース選手権大会結果 

11月 7日 

100ｍSF 有路 友紀  48.90 9位 

     立元 瑞季  49.21 10位 

     飯田 智士  43.15 6位 

4×200ｍSFリレー    7：05.47  

ユース記録（有路、小野、立元、平井） 

11月 8日 

50ｍSF  平井 寿奈  21.73 8位 

     小野 綾華  22.60 11位 

     飯田 智士  19.15 7位 

400ｍSF  有路 友紀  3：45.77 7位 

     立元 瑞季  3：47.13 8位 

     砂脇 稜平  3：41.23 6位 

1500ｍSF 安藤 史帆  16：23.57 4位 

11月 9日 

50ｍAP  平井 寿奈  19.15 7位 

     小野 綾華  21.99 11位 

     飯田 智士  16.92 8位 

200ｍSF  有路 友紀  1：44.25 7位 

     立元 瑞季  1：45.63 9位 

     飯田 智士  1：42.05 9位 

800mSF    安藤 史帆  8」28.75 7位 



 

第１２回フィンスイミングユース世界選手権大会 
オーストリア・グラーツ 

池口貴雄（ユース強化コーチ・NAIA-FST） 
 

２年に一回開催されるフィンスイミングユース世界選手権大会。今年はオーストリア・グラーツというヨーロッパの都市で開催

された。ユースとは満１７歳までの選手で、今回の参加選手は１９９５年以降に生まれた中学生、高校生。初めて国際大会に参加

する選手も多く、長時間にわたる移動、環境の変化など、選手にとっては不安も大きい。そんなユース選手の帯同コーチ池口貴雄

のレポートである。 

 

オーストリア・グラーツ到着 

 日本からドイツ・フランクフルトを経由してオーストリア・グラーツに入る。始めて海外に出る選手は、移動

だけで疲れたように見えた。グラーツに着くと天気は雨で、肌寒さを感じるほどだった。翌日も雨だったが、そ

れも午前中だけで試合期間中は晴天が広がった。しかし日本のように湿度が高く蒸し暑いことはなく、カラッと

していて、風が吹くと気持ちいい過ごしやすい気候だった。私がユース選手として初めて出場した国際大会は、

メキシコのアグアスカリエンテスという町だったが、標高が高く、少し走っただけで息が上がったのを覚えてい

る。今年の２月に出場したロシア・トムスクの試合では、外はマイナス４０度、プール内はプラス３０度で、汗

をかいたまま外にでると髪もまつ毛も凍るほどだった。現地の環境はとても選手に影響を与えるが、今回はパフ

ォーマンスへの影は少なかった。 

 

おいしい食事？どんなプール？ 

 もう一つ、選手に影響を与えるのは食事だ。日本とは、食材も味も違う食事になるわけだが、レースをこなす

為にはしっかりと食べなければならない。今回の食事もヨーロッパ！と言った感じで、主食はパンやパスタが中

心だった。お米も出たが、お世辞にもおいしいとは言えない。おかずも肉料理が多く、揚げたものや味付けの濃

いものが目立った。それでも選手たちは、よく食べていたように感じた。日本から持ってきたレトルトやカップ

麺も最終日に残るほどだった。 

 到着した翌日は公開練習だ。アップは、１時間を前半と後半の２グループに分けて各国コースを振り分けられ、

その中で行う。移動の疲れもあるので、無理はさせず水に慣れる、プールに慣れる程度のアップを心掛けた。プ

ールの水は、会場によって違う感覚がある。軽かったり、重かったり、滑らかだったり、キレがあったり、感覚

は様々だ。ところが選手に聞くと、「分からない」「変わらない」という声が返ってきた。今回は、そんなに気に

する必要はないかもしれない。 

 

レース開始 

今回のプールは水深が変化するプールでターン側が４ｍもあり、ターンに入るまでからターン後の浮き上がり

は入念にチェックするように指示した。藤巻紗月の１００ｍＳＦ。藤巻は前半から積極的に攻め、ユース新記録

を塗り替えた。有路友紀は体に固さが見え、日本選手権で出したベストタイムよりも遅いラップで５０ｍを折り



返したぶん、ベストには届かなかったが、日本チームとして

はいい流れでスタートした。それに続けと高橋花音、多田未

来の１００ｍＢＦも２人とも前半から飛ばし、高橋はユース

日本新記録、多田も自己ベストを大きく縮めた。初日の最終

種目、女子の８００ｍＳＦリレーは有路、小野綾華、立元瑞

季、平井寿奈。１泳の有路以外は初代表の初レースで固くな

ることが心配されたが、有路が１５０ｍまでは遅く入りなが

らもトータルはベストプラス０．７秒と勢いのある良い流れ

で小野に繋いだ。結果、２泳の小野はベストより２秒以上速

い泳ぎで立元に繋ぎ、立元も前半からベストより速いラップ

で泳ぎ続けほぼベストと同じタイムで繋いだ。アンカー平井

は５０ｍＡＰで代表入りしているが、リレーのために２００

ｍの練習もしてきている。どんなタイムが出るか楽しみだっ

たが、１分５０秒１５と十分な結果を残した。驚いたのが、ラストのラップである。２７秒１６と４人の誰より

も速いラップで泳いでいるのだ。今後が楽しみな選手である。リレーのトータルタイムはユース新には届かなか

ったが、有路も個人に向けて良い感触が得られ、他の初代表達もレース感を味わえて自分のレースに活かすこと

ができるレースになった。 

 

レース２日目 

 この日のアップで日本チームは、前半組を割り振られ、試合

開始まで少し余裕があるし、昨日も全員が泳いでいるので、ゆ

っくりドリルやフォームをして、５０ＳＦ・５０ＢＦに出場す

る６名はスタートと浮き上がりの確認、４００ＳＦに出場する

３名はターンを確認しながらディセンディングでタイムと泳ぎ

を合わせてみようと取り組んだ。メインプールでの３０分のア

ップの後もまだ少し体が動いてないのでサブプールで泳ぐよう

に指示をだした。スプリントとミドルを同時に見るのは中々難

しく、この日にレースのない安藤・平井がサポート役にまわっ

てくれた。こんなところがチームワークで、今回の選手たちは、

自分のレースがない場合は、ほかの選手のフォローに回り、チ

ームのために働いてくれた。 

 ２日目は、小野と藤巻の女子５０ｍＳＦからスタート。小野

は、調子は良いが、泳ぎを見ていると、水没を恐れて頭がいつもよりも上がっているのが気になっていたので、

アップから顎を引いて泳がせ、水没でないことを確認していた。練習してきたスタートも体に馴染んできたよう

で、自信をもって泳げばベストが出ると思っていた。レースでも入水は上手くいったと感じたが浮き上がりが遅

い。後半はいつもより前に乗る泳ぎが出来ていたがベストには届かなかった。後で聞くと入水でシュノーケルが

曲がるトラブルがあり焦ってしまったと知った。練習で何度やっても起きなかった事がレースで出てしまうのは、

大舞台だからか？準備不足か？試合では、思いもかけないことが起こるのだ。藤巻も昨日の１００ｍＳＦでユー

ス新を出す調子の良さを見せている。こちらはスタートさえ決まれば、絶対にユース新を更新できると確信して

いた。浮き上がりが若干早い気もしたが、見事にユース新記録を更新した。５０ｍＢＦの高橋、多田も昨日の１

００ｍから好調が続けばベストは出ると思っていた。しかし２人の目標はユース新記録である２５秒４８をカッ

トする事だ。結果、高橋はユース記録を大きく更新し多田もユース記録まで０・１秒に迫る泳ぎで自己ベストを

更新した。 

 男子５０ｍＳＦの飯田智士と石川裕伊登。飯田は、本命種目の１つであるこの種目に気合が入っていた。石川

は、スタートのリアクションは若干遅れたが、お尻で抜けている感じだったのをしっかりとフィンの力を前に乗

せる泳ぎに修正できていた。２０秒カットはならなかったが、自己ベストを更新した。飯田は、アップからテン

ポが上がらないと悩んでいたので、素足のバタ足とドルフィンで早く動くようにしたが、レースではそのテンポ

がフィンの動きと合わず、水面を叩くような蹴り方になってしまった為、１蹴りの伸びが無くなりタイムに繋が

らなかった。 

 ４００ｍＳＦは立元、有路、砂脇稜平の３人が出場。立元は、個人初レースだった。調子は悪くなさそうで、

最初の１００から大きな泳ぎで２００まで日本選手権のタイムを上回るベストタイムで泳いだ。しかし疲れがで

た後半、動きが止まり目標としていたタイムは出なかったが、日本選手権の後半の２００が２分０３秒２３なの

に対し今回は２分００秒６６で泳いでいる。前半から飛ばして後半もしっかり粘れて、練習の成果は発揮された

と思う。有路は、３００ｍまでベストラップとほぼ変わらないペースで泳いでいた。ラスト１００ｍをまとめら

れれば狙っていたタイムに手が届きそうだったが、失速。ただ初日の体の固さを抜け、頭が下がり前傾姿勢で泳

げているので、調子は上がってきていると感じていた。 



 そして昨日、１５００ｍで思う泳ぎができなかった砂脇は、修正できるようにサポートにも気をつけた。アッ

プでは、１５００ｍから４００ｍのペースにするのに少し高いレベルで泳がせトップスピードを上げてみた。砂

脇は練習を見ていても１本目につっこんでもそこからの粘り強さがある。そこに賭けたアップをさせてみた。結

果は３分３６秒９８と日本選手権のタイムまで戻った。 

 

レース３日目 

 この日も全員がレースに出場する。

アップは後半組だったので、初日の

時間配分を考えてメインでアップが

始まる３０分前にはサブプールでア

ップを始めた。レースも３日目とな

り体にも負担がかかってきていると

考え、アップのやり過ぎに注意した。

ミドル・ロングも同様に考えていた

が、レースまでの時間と選手の特性

から一度、乳酸を出してから除去さ

せる方法でアップを行ってみた。 

 女子５０ｍＡＰに平井と藤巻が出

場した。平井は個人ではこの種目だ

けの出場だ。関西在住の平井だが、

ユース練習会に参加するために何度

か上京し、練習を見ていたし、所属チームの宮本コーチともメールで彼女の情報を交換するなど、国際大会に向

けて頑張ってきた姿は知っている。スタート前のフィンを履く姿は、緊張しているように見えたが、見事自己ベ

ストを０．５６秒縮めるタイムを出した。しかし彼女は、「焦ってしまい練習通りの泳ぎが出来なかった」と悔

んでいた。 

 ２人目は日本のエース藤巻だ。サーフィス２種目でユース新を出し波に乗っているのを見てきた分、得意種目

のアプニアに期待が高まっていた。彼女の目標は決勝進出だ。苦手としているスタートさえ上手くいけば１７秒

台で決勝も見えてくる。しかし、やはり大舞台では何が起こるか分からないものだ。泳ぎは悪くなかったのに、

タイムが出た瞬間に何かが起こったことは理解できた。まさかのタッチミス。私にも経験があるが、なぜアップ

の時に確認させなかったのか、自分に腹が立った。不安なくレースに臨めるようにアップを行わせてきたはずな

のにスタートの事ばかりに気をとられていて、タッチの局面を疎かにしてしまった。 

 男子５０ｍＡＰは飯田が出場した。飯田はスプリンターとしてこの種目に賭けており、その気持ちが伝わって

きた。しかしその集中と緊張が逆に心配だった。レースの合間に召集所に行き、リラックスできるよう声をかけ

たりもした。が、スタートして入水の瞬間、見たことのない姿勢で飛び込んでいった。水面が反射して水中の泳

ぎはよく確認できなかったが、やはりタイムは良くなかった。アップで体のコンディションを作るのも大切だが、

レースまでのメンタルの持っていきかたの重要性を感じた。 

 女子２００ｍＳＦは、立元と有路が出場した。立元は、泳ぎの調子は良かったので、ベストで泳いでくるとは

思っていたが、ターンの前に壁を確認する動作が気になり、アップ時に修正させた。レースでどこまで修正でき

るか不安だった。最初のターン、前を向くことなくベストラップでターンし、よいペースで泳いでいると思った

が、そこからタイムが上がってこない。泳ぎも少し頭が高いように思え、胸で水を押している気がした。ラスト

で必死に体を動かし１分４８秒１０のベストプラス１秒で泳いだが、好調だった分、悔しさが残った。有路は、

ユースの中では経験も豊富でフォームやレースペースに関してもよく考えて練習に取り組んでいた。スタートし

浮き上がってからの泳ぎは背中も動いていて良い感じだった。しかし前半のタイムが遅い。少し抑えて入ったと

思っていたが、１５０ｍへ向かう５０ｍの泳ぎが急に重たくなった。上体が止まり、腰が下がり過ぎている悪い

泳ぎに戻っていた。ラストは、また少し背中が動いて泳ぎ的には戻ったが、ベストタイムとはならなかった。 

 女子２００ｍＢＦは高橋、多田。両選手とも５０ｍ・１００ｍと自己ベストを更新してきており、調子は良い。

しかも高橋は、２種目でユース記録を更新していた。多田は粘り強さを活かしイーブンペースで泳ぐように指示

していたが、最初の５０ｍから日本選手権の１００ｍの入りと同じタイムでターンした。早く入り過ぎたと心配

になったが、そのまま１５０ｍまで自己ベストを大きく上回るペースで泳いだが、ラストのターン後の水中から

動かなくなり惜しくも自己ベストを更新することができなかった。高橋は、前半からテンポを落とし落ち着いて

１００ｍを折り返したのだが、１５０ｍに向かう５０ｍでタイムが落ちた。ばてたかと思ったラスト５０ｍでテ

ンポが戻り見事ユース新を更新した。後で、聞くとラストスパートをしようと思って、あえて落としたという。 

 女子８００ｍＳＦは安藤史帆が出場した。安藤は、初日の１５００ｍでフォームは良い感じに見えていたが、

１蹴りで前に伸びる力が弱い気がしていた。２日目のレースのない午後のアップでもそこを集中して修正し、当

日のアップでも８００ｍのラップで泳げるようにペース練をした。１００ｍから２００ｍにかけて粘ったと思う

が、やはり中盤はラップを落としてしまった。タイムが 0.5秒でも遅れ始めて維持できないとそれが積み重なり



タイムを落としてしまう。男子８００ｍＳＦは砂脇が出場した。初日の１５００ｍから翌日の４００ｍまでにし

っかりと泳ぎを修正できてタイムも戻ってきた。飛び込んで最初の１００ｍ、泳ぎは体全身で大きく泳げている

し、入りのタイムも良い。２００ｍまでもなんとか５７秒台でまとめてきたが、ここから徐々にタイムを落とし

てしまい４００ｍに向かいかうところでは、また上体のうねりが無くなり腰が下がる泳ぎになり１分までラップ

が下がった。しかし後半は、また泳ぎが戻りタイムも安定してきた。前後半でみても後半の４００ｍの方が速い

ラップになっているが、自己ベスト更新にはならなかった。 

 そして日本団最終種目は、女子４ｘ１００ｍＳＦリレーだ。メンバーは、有路、小野、立元、藤巻の４人。選

考された時から４人のタイムを足すと０．７６秒ユース記録を上回る計算だった。全員が日本選手権以上のタイ

ムをレースで出せば更新できる。有路、立元、藤巻はこの日のレースで、ベストに届かない記録だったが、しっ

かりと切り替えてリレーに望んでほしいと召集所まで声をかけに行った。しかし４人の表情はとても良い緊張感

を感じるものだった。スタート台の前でも４人には笑顔が見られ、リラックスできているように見えた。１泳の

有路は前半から個人のレースより速いタイムで５０ｍを折り返した。さすがに後半は疲れが出たが勢いのある前

半を見せ良い流れで２泳の小野に引き継いだ。小野の持ちタイムは５０秒７７で４人の中で唯一５０秒台だった

が、課題のターン後もしっかりと潜り、４８秒９５と大きくベストを更新してきた。そして３泳の立元、こちら

も４９秒８６とわずかに５０秒をカットしているタイムだったが、４８秒３１のベストでアンカーの藤巻に引き

継いだ。この段階で、２分２５秒８１。藤巻が４９秒で泳げば記録更新できるタイムまで来ていた。今回、個人

でも４５秒台を出しており記録更新は間違いないと確信した。そして藤巻が、苦手な後半もしっかり泳ぎ切り４

４秒８６という好記録で泳ぎ３分１０秒６７のユース新記録を樹立した。 

 

コーチとして想うこと 

 今回の遠征にコーチとして帯同して、まず緊張の連続だった。選手は、自分のレースだけ考えて緊張や集中す

ればいいのだけれども、コーチとしては、全選手の全レースを考え、一緒になって緊張したからか、１日１日が

とても長かった。私がコーチとして遠征に参加することが決まってから、どんなサポートが必要か、どんな雰囲

気を作るか、自分がユースの時を思い出しながら、どんな遠征にしたら選手は力をだし、大会を楽しめるのか、

自分だったら何をしてほしいか。様々な角度からシミュレーションをし、コーチの役割を考えた。最初は、ユー

スは楽しく完泳して無事に帰って来ればいいとも思った。でも今回のユース代表選手たちは、これまで２年間指

導してきて、ここまで頑張ってきているのを知っている。世界と戦うことはまだ難しくとも、自己ベストが更新

できるようサポートをしよう。そう心に決めた。 

 実際、現地での仕事は予想以上に多く、まずコーチよりも引率者として、毎日様変わりするスケジュールの確

認や食事のチケット管理などがあった。そして、各選手の練習や国内での試合の様子を考慮してアップの内容を

考え、レースの時間からどの順番でやらせるかを組んで、レースが始まればビデオ撮影をし、手伝える選手にラ

ップを書いてもらって、レースが終わればすぐにラップや気になったポイントを整理してフィードバックした。

顔色や動作で気になる選手がいれば、声をかけストレッチやマッサージもした。ホテルに帰ってからは日本に記

録や写真を報告し、選手がビデオを見に来てもいいように準備をする。全員が見終わって各部屋に戻ったら、も

う一度一人ひとりのレースを見直してベストが出ても出てなくても各選手の問題点を探し、「今日のアップでこ

の泳ぎなんだから・・・」と改善するためにアップの内容を考えてからベッドに入った。朝も朝食やバスの移動

の時間に昨日の反省を一人ひとりに伝え、アップの細かい内容を相談し行った。 

 食事にも気を配った。やはり量が少ないのは気になったが、無理に食べさせても内蔵に負担をかけるだけだし、

もっと他の方法や言い方があると思っていた。あとは、バランスも気に賭けた。「明日のレースの為に炭水化物

は必要なのはわかるが、レースで使った筋肉の栄養も必要だ」と肉や魚もとるように言った。他にも色々と本当

にたくさん、やってあげたかったことがあったし、完璧にできなかったことが多かった。ただ、私が考えていた

限りのサポートは全力でできたと思っている。 

 コーチを代表チームに１名しか帯同できない現在の遠征は、万全のサポートをする環境とは言えないが、コー

チはあらゆることに目を配り、最善の環境を選手のために考え、選手を強くしなければならないと思った。いつ

かは、そんな体制の中、選手をサポートしてレースをさせてや

りたい。 

 この遠征が無事に終われたのは、僕一人で出来るはずもなく、

チューリヒからボランティアで駆けつけてくれた西村さんが、

通訳だけでなく、それ以外のところで本当にたくさん僕を助け

てくれたから。こんなに大変だったのに、大会が終わって、こ

んなに楽しいって思えたのは、俺を信じてついてきてくれたユ

ースの選手たちがいたから。そして今、２年後のユース世界選

手権に向けて、すでにスタートしている。今回の遠征に参加し

た中学生には、２年後にもう一度世界にチャレンジするチャン

スがある。私自身もコーチとしてさらに大きくなるべく、２年

後の大会に向けて第１歩を踏み出すのだ。 



シドニーで開催された 

オーストラリアオープン選手権大会に２７名が参加 
9月 8～9日シドニーアクアティックセンター 

シドニーオリンピックの競泳が

行われたシドニーアクアティック

センターの５０ｍプールで開催さ

れたオープン大会に、マスターズ選

手２７名が参加した。これはオセア

ニア・ダイブ・トラベル・ウォータ

ースポーツ博覧会（ＯＤＥＸ）のイ

ベントの一つとして行われたもの。

海に囲まれたオーストラリアだが、

競技としてのフィンスイミングの

歴史は、さほど長くない。とはいえ

1997年にはタスマニアでフィンス

イミングアジア選手権が開催され、

2002年には同じタスマニアでマス

ターズ大会が開催されている。オー

ストラリアでもタスマニアでは、フ

ィンスイミングが盛んなようだ。今

回開催されたオープン大会には、地

元オーストラリアはやはりタスマ

ニアからの選手が多かったが、オー

プン大会ということで、海外からニュージーランドと日本が参加した。 

日本からの参加選手は、5月に開催された第２４回フィンスイミング日本選手権大会の結果から、ＣＭＡＳの

マスターズ区分による選考を行い、参加希望者が３種目までのエントリーとした。海外での試合は、体調管理が

難しい。とくに時差のある地域に出かける場合や、長時間のフライトは、試合でのパフォーマンスに影響を与え

る。今回は直行便での夜行フライトだったが、開催地シドニーと日本の時差は少なく、多少は楽だったか？朝、

到着した選手たちは、ホテルに荷物を置いて、チェックインまでの時間に街を散策したり、会場の下見に出かけ

たりして、翌日の試合に備えた。 

大会は、９月８日（土）、９日（日）の２日間に行われた。プールは、シドニーオリンピックの競泳競技が行

われた施設で、あのイアン・ソープが活躍した場所である。大会は幅広い年齢層の参加で、和気あいあいといっ

た雰囲気。事前に発表されていたプログラムからエントリー種目を選んだ選手たちだが、タイムレース決勝のは

ずが、１００ｍまでの種目は予選・決勝に変更となり、プログラムに挿みこまれたため、インターバルが少なく、

あわてた選手も。とくにサーフィスの５０ｍと１００ｍにエントリーした選手は、５０ｍの決勝の次が、１００

ｍ予選になってしまったため、「これはきつかった」とのこと。しかし、男子５０ｍサーフィスでは予選で３位

だった中山雅晴（メガロス草加）が、決勝ではタイムをあげて優勝した。 

 男子１００ｍ、４００ｍサーフィスでは池谷康則（ＳＳＳ）が優勝、またビーフィンでは風間大輔（日体大）、

片山めぐみ（Ｇ・Ｐｈｏｅｎｉｘ）が、５０ｍ、１００ｍとも優勝、女子２００ｍビーフィンで椛田弥生、女子

サーフィス４００ｍ、８００ｍでは奥平彩乃が優勝するなど日本選手は活躍、そのほかにも多くの入賞者があっ

た。 現地に行ってから、主催者側から「リレーをやることにしたから、日本もチームを組んでくれ」という依

頼にもびっくり。日豪対抗となったリレーだが、急きょ、男

女それぞれチームを編成することになった。男子は風間、槙

田誠（Ｄｅｌｆｉｎｏ）、池谷、水谷（ＳＳＳ）、女子は片山、

飯塚智子（レナックス）、奥平、椛田で組んだリレーは、男女

とも日本が勝利となった。 

 マスターズの海外遠征は、自己ベストを目指して、また海

外のプールで泳ぐことや、英語でのコール、スタートなど日

本の大会では味わえない雰囲気を経験し、楽しむことが大き

な目的である。また、大会以外の時間には、街を歩き、観光

を楽しむこともできる。今回も海外出張の帰りにシドニーに

やってきた選手あり、試合が終わってからサーフィンに出か

ける選手あり、また試合以外の時間は観光に精を出し、名所

めぐりをする選手ありと、それぞれに遠征を楽しんだ。 



＜事務局だより＞         ☎03‐3222‐1192 Fax 03‐6427‐0127 

 

 

ジャパンオープンでユース記録 

学生選手権優勝は早稲田大学 

第 3回フィンスイミングデー 

（相模原グリーンプール・10月 28日） 

 

 9回目となったフィンスイミング学生選手権大会に

は、過去最高の 16校が参加した。日本体育大学と早

稲田大学が接戦を演じ、早稲田大学が競り勝って優勝

を果たした。 

また、同日に開催されたジャパンオープンマスターズ

大会の参加者も増加した。 

 ジャパンオープンでは、以下のユース記録が生まれ

た。 

男子 

CMASビーフィン 100ｍ 小嶋辰哉（ATHRA）45.69 

CMASビーフィン 200ｍ 小嶋辰哉（ATHRA）1：43.11 

アプニア 50ｍ     飯田智士（NLS） 16.45 

サーフィス 50ｍ    飯田智士（NLS） 18.80 

女子 

CMASビーフィン 200ｍ 高橋花音（NLS） 2：03.17 

 

 

ユース強化練習会日程 

 

 代々木インドアで開催されるユース強化練習会の

日程は以下の通り。参加者は事前に連絡のこと。 

 

※練習開始の 30分前に集合してください。 

2月 3日（日） 11：30～13：30 

  10日（日） 13：00～15：00 

  17日（日） 11：30～13：30 

3月 3日（日） 11：30～13：30 

春休み強化合宿 3月 30日（土）～31日（日） 

※合宿については詳細を後日連絡。 

 

 

第 9回関東オープンフィンスイミング大会 

 

 3月 16日（土）に千葉国際水泳場で開催。 

 

【趣 旨】  

フィンスイミグの 競技力 向上、及び生涯スポーツと

して普振興を図る 

【主 催】 特定非営利活動法人日本水中スポーツ連盟 

【主 管】 千葉県水中スポーツ連盟  

(日本水中スポーツ連盟千葉県支部 ) 

【助 成】 独立行政法人スポーツ振興センター 

スポーツ振興くじ助成事業 

【期 日】 20 13年 3月 16 日（土） 

【会 場】 千葉県国際総合水泳場 25m×8コース 

（千葉県習志野市茜浜 2-3-3） 

開催要項およびエントリー用紙は団体に配布済み。 

 

 

第 25回フィンスイミング日本選手権大会 

5 月 11日（土）～12日（日）に開催 

 

 横浜国際プールで 5月 11日～12日に開催されます。

開催要項は後日、団体宛てに送付します。 

 

 

＜2013年度国際大会開催予定＞ 

 

第 9回ワールドゲームズ コロンビア・カリ大会 

フィンスイミング競技 7月 26日～27日 

 

ワールドカップ日程 

2013年のワールドカップ開催予定が以下のように発

表されました。 

 

3月 1日～3日 ハンガリー・エゲール   

プール競技 

3月 15日～17日イタリア・リニャーノ    

 プール競技 

4月 4日～7日エジプト・シャルム・エル・シェイク 

プール＆ロングディスタンス 

4月 12日～14日フランス・エクサンプロバンス 

プール＆ロングディスタンス 

5月 18日～19日ポーランド・グリヴィツェ  

プール競技 

9月 28日～30日スイス・ジュネーブ     

プール＆ロングディスタンス 

 

※以上の日程は変更されることがあります。 

 

ＣＭＡＳゲームズ ロシア・カザン大会 

（フィンスイミング世界選手権大会） 

8月 3日～13日 

 

 上記大会以外に釜山オープンウォーター大会、香港

オープンウォーター大会のほか、2012年度にマスター

ズ派遣を行ったオーストラリアオープン大会等も開

催される予定ですが、詳細は未定です。 

 

 

東海大会は今年度も開催中止 

 

 会場となる静岡県立水泳場の改修工事が、予定通り

に行われず、プールの使用ができないことから、例年

2月に開催されていた東海大会は、2013年も中止とな

ります。 

 

 

※第２１回フィンスイミング短水路日本選手権大会

の結果は、各団体に送付済みです。 

 



2013年1月1日現在

男 子

種 目 記 録 氏 名 所 属 年月日 大会名 場 所

サーフィス 25m 7.80 池口　貴雄 ＮＡＩＡ－ＦＳＴ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 16.20 酒井　秀彰 日本 2007/10/27 インドアゲームズ マカオ

100m 36.33 酒井　秀彰 日本 2007/10/28 インドアゲームズ マカオ

200m 1:29.11 堀内    直 ＳＰＬＡＳＨ 1999/11/14 日本選手権 横浜国際プール

400m 3:18.84 宮本　祐治 クリオネ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

800m 7:05.67 関野　義秀 ＮＡＩＡ－ＦＳＴ 2012/3/17 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

1500m 14:34.51 竹本　直人 日本体育大学 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

4×50m 1:11.26 上原  有翔 ＮＬＳ 2010/11/7 日本選手権 浜松市総合水泳場

酒井　秀彰

藤木　弘治

増田　恒幸

4×100m 2:39.72 上原  有翔 ＮＬＳ 2010/11/7 日本選手権 浜松市総合水泳場

酒井　秀彰

藤木　弘治

増田　恒幸

アプニア 25m 7.37 酒井　秀彰 ＰＡ 2006/3/12 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 15.73 酒井　秀彰 ＰＡ 2007/11/24 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

ビーフィン 25m 8.57 長谷川雄太 ＡＴＨＲＡ 2012/3/17 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

50m 18.80 長谷川雄太 ＡＴＨＲＡ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

100m 42.28 長谷川雄太 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2007/11/24 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 3:39.10 柿添　武文 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2010/11/7 日本選手権 浜松市総合水泳場

1500m 14.56.19 鈴木　信康 ワセダダイガク 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

4×50m 1:19.01 長谷川雄太 ＡＴＨＲＡ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

深野　裕輔

服部　龍哉

小嶋　辰哉

女 子

種 目 記 録 氏 名 所 属 年月日 大会名 場 所

サーフィス 25m 9.16 尾形　　蘭 Ｏｒａｎｇｅ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 19.74 坂本  弥生 Ｗ・Ｂ・Ｆ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

100m 42.96 遠藤　祐香 ＳＰＬＡＳＨ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

200m 1:37.44 遠藤　祐香 ＳＰＬＡＳＨ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

400m 3:36.23 山岡  明奈 アックアセレーナ 2012/3/17 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

800m 7:32.36 山岡  明奈 アックアセレーナ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

1500m 14:31.48 山岡　明奈 アックアセレーナ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

4×50m 1:28.07 月岡  麻美 ＳＰＬＡＳＨ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

杉山知寿子

片山  加奈

遠藤　祐香

4×100m 2:57.16 尾形　　蘭 日本 2007/10/28 インドアゲームズ マカオ

坂本  弥生

遠藤　祐香

山崎  幸香

アプニア 25m 8.76 坂本  弥生 チームダッシュ 2004/3/21 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

50m 18.73 坂本  弥生 チームダッシュ 2004/3/21 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

ビーフィン 25m 10.12 田中　　綾 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2010/3/20 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

50m 21.89 吉田　麻紀 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2010/11/7 日本選手権 浜松市総合水泳場

100m 49.63 吉田　麻紀 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 4:05.80 沼崎　　円 ＳＩＸ　ＢＥＡＴ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

1500m 16:57.55 杉山　香織 東京ＹＭＣＡ 2003/10/26 日本選手権 浦安市運動公園屋内水泳プール

4×50m 1:33.99 田中　　綾 Ｄｅｌｆｉｎｏ 2007/11/24 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

松浦　牧子

石躍　有美

鈴木真理子

日本記録（短水路）

＜事務局だより＞         ☎03‐3222‐1192 Fax 03‐6427‐0127 

 

2012年 12月 16日に開催された短水路日本選手権で樹立された新記録は 2013年 1月 1日公認 



＜事務局だより＞         ☎03‐3222‐1192 Fax 03‐6427‐0127 

 

 

2013年1月1日現在

男 子

種 目 記 録 氏 名 所 属 年月日 大会名 場 所

サーフィス 25m 8.99 野沢　俊策 神奈中ＳＳ 2010/3/20 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

50m 18.20 飯田　智士 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

100m 42.42 飯田　智士 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

200m 1:36.79 富田　銀仁 ウェルネスＳＣ 2007/11/24 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 3:31.44 上原　有翔 ＭＥＧＡＬＯＳ 2005/3/20 関東オープン 神奈中スイミング平塚校

800m 7:22.31 竹本　直人 オアフクラブ上溝 2006/10/1 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

1500m 14:43.21 竹本　直人 ＳＰＯＲＥＡ 2003/10/26 日本選手権 浦安市運動公園屋内水泳プール

4×50m 1:26.80 野沢　俊策 神奈中ＳＳ 2010/3/20 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

野沢　　颯

青木　一真

砂脇　稜平

4×100m 3:23.32 野澤　俊作 神奈中ＳＳ 2009/11/29 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

青木　一真

野澤　　颯

垂水　洸稀

アプニア 25m 8.01 飯田　智士 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 16.89 飯田　智士 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

ビーフィン 25m 9.60 板倉　　由 神奈中ＳＳ 2006/10/1 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 19.97 小嶋　辰哉 ＡＴＨＲＡ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

100m 44.51 森田　大地 ＡＴＨＲＡ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 3:40.07 小嶋　辰哉 ＡＴＨＲＡ 2011/11/26 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

1500m 15:09.30 竹本　直人 オアフクラブ上溝 2006/10/1 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

4×50m 1:27.14 青木　一真 神奈中ＳＳ 2010/11/7 日本選手権 浜松市総合水泳場

蓮沼　拓也

長谷　貴之

野沢　　颯

女 子

種 目 記 録 氏 名 所 属 年月日 大会名 場 所

サーフィス 25m 10.23 田山　優希 Ｏｒａｎｇｅ 2007/11/24 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 20.44 藤巻　紗月 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

100m 45.50 藤巻　紗月 ＮＬＳ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

200m 1:42.29 志村あすか ＳＰＬＡＳＨ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 3:37.38 山岡　明奈 アックアセレーナ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

800m 7:32.36 山岡　明奈 アックアセレーナ 2009/3/14 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

1500m 15:31.58 石田　侑子 Ｏｒａｎｇｅ 2005/3/20 関東オープン 神奈中スイミング平塚校

4×50m 1:33.49 志村あすか ＳＰＬＡＳＨ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

徳永　紗希

渡邉菜々子

浦　　伊織

4×100m 3:26.13 渡邉菜々子 ＳＰＬＡＳＨ 2012/12/16 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

浦　　伊織

徳永　紗希

志村あすか

アプニア 25m 9.40 相澤　真美 ＳＰＬＡＳＨ 2004/11/21 日本選手権 静岡県立水泳場

50m 20.27 菊池　彩花 シゲパワー 2008/11/30 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

ビーフィン 25m 10.76 設楽ひかり シゲパワー 2008/11/30 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

50m 23.02 設楽ひかり シゲパワー 2008/11/30 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

100m 50.27 設楽ひかり シゲパワー 2009/11/29 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

400m 4:11.60 畑野ふぶき シゲパワー 2008/3/9 関東オープン 千葉県国際総合水泳場

1500m 17:06.94 畑野ふぶき シゲパワー 2008/11/30 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

4×50m 1:38.18 菊池　彩花 シゲパワー 2008/11/30 日本選手権 千葉県国際総合水泳場

設楽ひかり

畑野ふぶき

小川　　萌

※ジュニア（13才以下）の記録もユース日本記録の対象となる。

ユース日本記録（短水路）


