
富山市水泳協会 

  

 １ 平成２７年度役員 

会  長 大塚 重英 

副 会 長 立浪  勝（体協理事） 市田美智子 福田  豊  宮田 靖英（体協評議員）  

理 事 長 蔵堀 茂博  

副理事長 泉  敏郎 木倉 敏彦 佐伯 徳生  

 事務局長 茶木 喜寛（連絡責任者） 

 

２ 平成２７度の活動目標 

（１）ジュニア選手の育成強化 

（２）国体など全国大会での富山市選手の活躍 

（３）水泳教室の開催による水泳の普及振興 

（４）指導者の育成及び資質向上 

（５）富山チビッコ水泳大会などの各種競技大会の開催 

（６）富山市民プール初泳ぎ会などの開催 

（７）その他 

 

 ３ 平成２７年度主な活動報告 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 平成２７年度富山市選手の活躍 
  

（競 泳） 

   第３７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会   

      女子 13歳～14歳 

      ２００ｍ平泳ぎ   2-30-73 ５位 宮川 華鈴（富山ＳＣ） 

   女子 15歳～16歳 

      ４００ｍ自由形   4-11-14 ３位 金森 菜月（富山ＳＣ） 

   女子 ＣＳ（無差別） 

      ８００ｍ自由形    8-37-38 ５位 金森 菜月（富山ＳＣ） 

   

 

 

 

5 10 日 第１１回富山市民体育大会(シンクロ） 県総合体育センター 

6 20 土 第１１回富山市民体育大会（水球） 県総合体育センター 

7 5 日 第１１回富山市民体育大会(競泳） 富山市民プール 

8 9 日 第２２回富山市小学生水球交流会 富山市民プール 

9 23 祝 第６回富山市キッズ水泳大会 東富山温水プール 

11 1 日 富山市ジュニアスイムフェスティバル２０１５ 富山市民プール 

1 5 火 富山市民プール新春初泳ぎ会 富山市民プール 

2 11 祝 第１６回富山チビッコ水泳大会（吉田甚三基金記念） 東富山温水プール 



 

  第９１回日本選手権水泳競技大会 

 男子  ８００ｍ自由形   8-01-65 ６位 竹田 渉湖（コナミ） 

 男子 １５００ｍ自由形  15-11-15 ３位 竹田 渉湖（コナミ） 

 女子  ８００ｍ自由形   8-51-66 ８位 金森 菜月（富山商業） 

 

ジャパンオープン２０１５   

 男子 １５００ｍ自由形  15-20-84 ７位 竹田 渉湖（コナミ） 

 

第８３回日本高等学校選手権水泳競技大会   

   女子  ８００ｍ自由形   8-46-01 ５位 金森 菜月（富山商業） 

 

  第５５回全国中学校水泳競技大会  

 女子  ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2-20-19 ７位 篠原 明美（富山北部） 

 

第３７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会   

      女子  10歳以下 

      ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2-35-20 ６位 山川 陽菜（富山 SC東富山）   

   男子 11歳～12歳 

       ５０ｍ背泳ぎ   30-37 ８位 田中 逸爽（アピア富山） 

      １００ｍ自由形   57-62 ７位 古田 恵祐（富山ＳＣ） 

      ２００ｍ自由形  2-05-57 ８位 古田 恵祐（富山ＳＣ） 

    男子 13歳～14歳 

      ２００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 2-09-84 ７位 中田優一郎（富山ＳＣ） 

      ４００ｍ個人ﾒﾄﾞﾚｰ 4-34-10 ５位 中田優一郎（富山ＳＣ） 

    

   日本スポーツマスターズ２０１５ 

   男子７部（65～69歳）  

 ５０ｍ平泳ぎ   35－84 １位  藤井 利晴（富山パレス） 

     １００ｍ平泳ぎ  1－20－28 １位   藤井 利晴（富山パレス） 

 

  第９１回日本学生選手権大会 

 男子 １５００ｍ自由形  15-18-34 ４位 竹田 渉湖（法政大学） 

   女子  １００ｍﾊﾞﾀﾌﾗｲ  1-00-14  ７位 大黒 舞子（鹿屋体育大学） 

 

  第７０回国民体育水泳競技大会 

   少年女子共通   

       ４００ｍ自由形   4-20-84 ７位 金森 菜月（富山商業）  

  

  ＦＩＮＡスイミングワールドカップ２０１５ 東京大会 

   男子 １５００ｍ自由形  15-16-76 ２位 竹田 渉湖（イトマン） 

 

 

 

 



 

 （水 球） 

  第７回全日本ユース (U15)水球競技選手権大会 (桃太郎カップ ) 

 男子の部 富山ウォーターポロクラブ ３位   ※H26.12.24-27実施 

 

第３７回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会  

  Ａ区分   富山ウォーターポロクラブ ３位  

    

  第８回アジアエージグループ選手権大会 

 優 勝  稲場 悠介（日 本）  

 

２０１６リオデジャネイロオリンピック   

 男子日本代表   保田  賢也（ブルボンウォーターポロクラブ柏崎/富山北部高校出身） 

 

 （シンクロ） 

第３８回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会  

 13～15歳 デュエット競技 （富山ＳＣ）  ８位 高井 春陽 

                          菅原 淳沙 

 16～18歳 デュエット競技 （富山パレス） ７位 細川 珠良 

                          室木 瑞帆 

 16～18歳 チーム競技   （富山パレス） ７位 仲井 亜優 

                          細川 珠良 

                          室木 瑞帆 

                          村上柚芽香 

 

第８回アジアエージグループ選手権大会 

 フリーコンビネーション 優勝 室木 瑞帆（日 本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



富山市水泳協会 

 

 １ 平成２８年度役員 

会  長 大塚 重英 

副 会 長 立浪  勝（体協理事） 市田美智子 福田  豊 宮田 靖英（体協評議員）   

理 事 長 蔵堀 茂博  

副理事長 泉  敏郎 木倉 敏彦 佐伯 徳生 

 事務局長 茶木 喜寛（連絡責任者） 

 

２ 平成２８年度活動目標 

（１）ジュニア選手の育成強化 

（２）国体など全国大会での富山市選手の活躍 

（３）水泳教室の開催による水泳の普及振興 

（４）指導者の育成及び資質向上 

（５）富山チビッコ水泳大会などの各種競技大会の開催 

（６）富山市民プール初泳ぎ会などの開催 

（７）その他 

 

 ３ 平成２８年度活動計画 

5 8 日 第１２回富山市民体育大会(シンクロ） 県総合体育センター 

5 29 日 富山市ジュニアスイムフェスティバル２０１６ 富山市民プール 

6 25 土 第１２回富山市民体育大会（水球） 県総合体育センター 

7 3 日 第１２回富山市民体育大会(競泳） 富山市民プール 

8 7 日 第２２回富山市小学生水球交流会 富山市民プール 

1 5 木 富山市民プール新春初泳ぎ会 富山市民プール 

2 11 祝 第１７回富山チビッコ水泳大会（吉田甚三基金記念） 富山市民プール 

  

 
４ 平成２８度の課題 

   ジュニア選手の育成強化が最大の課題である。小学生低学年からの選手育成システムを構築し、10歳以下 

  から全国大会に出場する選手を増やすことを目指す。 

底辺の拡充のための長期にわたる計画的なトレーニングを研究し、常に全国レベルを意識しながら、心技体 

  のバランスの取れた選手を育成するように努めていきたい。 

 

 

 

 

 


