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現役部員をサポートしていただき誠にありがとうございます。
本年度、チームスローガン「超閃（ちょうせん）:チーム・自分の限界を超え、輝く」を掲げ、夏の関東学生選手権・日本学生選手権で戦
います。皆様の熱い応援を賜りますよう、何卒宜しくお願い致します。

坂本真一 部長

主将 千葉すみれ

望月邦彦 監督（S51卒）

日頃より水泳部の活動にご理解、
ご協力いただき誠にありがとう
ございます。今年度は世の中の
コロナ禍の状況の変化にともな
い、大学の課外活動への制限も
昨年と比べて少し緩やかとなり
ました。そのような中でも部員
一同、感染対策を怠らず練習に
励み、さまざまな試合等に参加、
挑戦しております。今後とも皆
さまのご支援ご鞭撻のほどどう
ぞよろしくお願いいたします。

本年度、新たに５名の部員を
迎え、2022年度の水泳部活動
が始動致しました。蟹和特別
強化コーチの下、全員が力を
つけてきております。部員の
活躍をご期待下さい。
選手マネージャーを含め小人
数ではありますがチームワー
クの取れた102代をどうか精
一杯の応援でバックアップ頂
ければ幸いです。

新たな部員を加えて挑ん
だ東京六大学選手権では好
記録が連発し、非常に良い
スタートをきることができ
ました。この勢いのまま、
関東学生選手権、日本学生
選手権に「超閃（ちょうせ
ん）」します。より一層の
ご支援をよろしくお願いい
たします。

今年4月に新入部員5名を迎え、総勢30名となりました！

1年生
清水 恒聖

①出身高校
②専門種目
③目標

①目黒日本
大学高校
（東京）
②自由形
③立教新記
録を大幅に
塗り替える
こと。

2年生
武田 眞咲

谷口 真尋

伊藤 晴海

黒澤 友貴

①春日部共栄
高校（埼玉）
②自由形
③400m自由
形、800m自
由形での立教
新記録を長水
路短水路とも
に更新する。

①渋谷教育学
園幕張高校
（千葉）
②平泳ぎ
③日本選手権
出場を目標に
日々熱心に活
動していく。

①墨田川高校
（東京）
②マネー
ジャー
③仕事＋αの
サポートがで
きるようなマ
ネージャーに
なる！

①墨田川
高校（東京）
②背泳ぎ
③インカレに
出ること。

第98回 日本選手権水泳競技大会
水泳部からは60年ぶりに、7名11種目に出場。
自己ベストタイム5個、立教新記録5個！

会場：横浜国際プール

2年山下結生が200m背泳ぎにてB決勝に進出！
B決勝では予選よりもタイムを上げ

自己ベスト、立教新で1位！
＊この記録は、決勝の3位に相当します。
出場選手

4年 千葉すみれ
3年 井坂友紀
釜田起来
高野裕也

50ｍバタフライ 28”81
200ｍ平泳ぎ
2’31”08
100m平泳ぎ
1’01”86 200m平泳ぎ 2’13”34(立教新、Best)
400m自由形
4’03”90 800m自由形 8’20”13(立教新、Best)
1500m自由形
16’08”59
2年 上原みなみ 50mバタフライ
28”33(Bestタイ)
山下結生
200m背泳ぎ 予選1’59”86（立教新、Best）決勝1’58”99(立教新、Best)
1年 武田眞咲
400ｍ自由形
4’19”00 800m自由形 8’49”72(立教新)

立教池袋高等学校（東京マリン舎人スイミング所属）2年桐山真葵君
第98回日本選手権水泳競技大会で400m自由形 決勝〈3’53”84〉 第7位入賞!
8月24日～27日に、アメリカ・ハワイで開催される
『第9回 ジュニアパンパシフィック選手権』日本代表に選出。

第30回 東京六大学春季水泳対抗戦
＠立教新座キャンパスプール（SPAC）短水路 4月3日

立教新記録7個！ジャパンオープンの参加標準記録1名突破！日本選手権の参加標準記録4名突破！
ベストタイム24個！チーム全体は男子5位、女子3位！強豪校が集う六大学戦にて大健闘！
【団体結果】

【立教新記録】
4年
3年

千葉すみれ
釜田起来

3年

高野裕也

2年
2年

山下結生
永藤修一

50mバタフライ 26’’78
100m平泳ぎ
59’’88
200m平泳ぎ
2‘06’‘26
400m自由形
3’47”37
1500ｍ自由形 15’05”33
200m背泳ぎ
1’56”28
50mバタフライ 23’’66

本大会にて新たに標準記録突破！ 左から
2年 永藤：ジャパンオープン突破
（50mバタフライ）
2年 上原：日本選手権突破（50mバタフライ）
4年 千葉：日本選手権突破（50mバタフライ）
3年 高野：日本選手権突破
（400ｍ、1500ｍ自由形）
3年 釜田：日本選手権突破（200m平泳ぎ）

第32回関東学生春季公認記録会

第66回東日本理工科系大学選手権水泳競技大会

＠町田市立室内プール 長水路 5月7日/8日

＠横浜国際プール 長水路 5月29日/30日

コロナ対策により
女子が1日目、男子が2日目に出場。
2年 上原みなみ 200m自由形 〈2’10”41〉 自己ベスト！

理学部の2名（4年：川原舞夏、3年：山本梨奈）と
希望者6名の選手がオープン参加。
4年 川原舞夏 100mバタフライ 準優勝！
3年山本梨奈 200ｍ個人メドレー 優勝！大会新記録を樹立！
400m個人メドレー 優勝！
2年上原みなみ 200m個人メドレー 〈2’33”20〉 自己ベスト!
2年髙原彩花 200m自由形
〈2’05”92〉 自己ベスト！

優勝
大会新記録
3年：山本

今後の予定
【学校行事】
6月12日（日）

第55回法政・明治・立教三大学定期戦

＠立教大学プール：SPAC

6月18日（土）/19日（日）

第36回関東学生夏季公認記録会

＠横浜国際プール

7月3日（日）

新入生歓迎会 〈OBOG会〉

＠ベルセゾン（志木駅南口）

7月10日（日）

第４回関東支部チャレンジ公認記録会

＠立教大学プール：SPAC

8月5日（金）～8日（月）

第95回関東学生選手権水泳競技大会

＠横浜国際プール

8月10日（水）～20日（土）

2022年水泳教室（15日はOFF）

＠立教大学プール：SPAC

8月21日（日）

2022年ファミリーデー

＠立教大学プール：SPAC

8月29日（月）～31日（水）

第98回日本学生選手権水泳競技大会〈競泳〉

＠東京辰巳国際水泳場

9月4日（土）

第98回日本学生選手権水泳競技大会〈AS〉

@横浜国際プール

9月17日（土）～19日（月）

第77回国民体育大会水泳競技大会

＠日環アリーナ栃木屋内水泳場

7月20日（水）～30日（土）

春学期末試験期間

8月1日（月）

夏季休業開始

8月1日（月）～3日（水）体育会主催フレッシャーズキャンプ（A日程）

関東学生選手権水泳競技大会では
男子2部2位1部昇格・女子1部5位入賞
日本学生選手権水泳競技大会では
男女合計50点獲得を
目標に日々練習に励んでいます！
皆様のご声援を宜しくお願い致します。

～水泳教室・ファミリーデーについて～
2022年、水泳教室及びファミリーデーは開催予定。
今年から受付は立教大学体育会水泳部ホームページにて受付けます。
開催が確定しましたら、詳細はホームページにてご案内致します。

SNS紹介
ホームページ

ホームページ【https://rikkyoswim.com/】
インスタグラム

Facebook

HP
基本情報

写真・動画中心

情報共有

より新鮮で詳しい情報が掲載されています。
是非ご覧ください！

ブログ

Twitter

立教スポーツ

ブログ

Twitter

Twitter

部員が交代で担当

情報共有

活動、選手、結果紹介

OBOG会からの案内

【ご出欠確認】
当日会場でご参加いただける方：以下QRコードをお読みいただき、
6月19日(日)までに出欠ご入力をお願いいたします。

【OBOG総会・新人歓迎会ご案内】
今年も立教大学体育会水泳部に5名の新入部員が入部しました。
OBOG総会および新人歓迎会を合同で開催いたします。
1人でも多くのOBOGの皆様のご来場をお待ちしています。
日時：2022年7月3日(日)
13:00-13:30(OBOG総会)
13:30-15:000(新人歓迎会)
場所：志木ベルセゾン(志木駅南口から徒歩5分)
電話：048-475-1122
会費：5000円

出欠確認
QRコード
当日会場でご参加いただけない方：以下QRコードをお読みいただき、
オンラインでご参加予定の方は当日接続お願い致します。

【St.Pauls Aquatic Center 内見会】
【アジェンダ】
■報告事項
・慶弔関係
・OBOG会名誉会員ご紹介
・OBOG会費の状況と納付のお願い
・指定寄付の状況とお願い
・水泳部指導体制
・現役状況
・グッズ販売状況
・その他
■議題
活動報告と活動予定
会計報告と予算関連

日時：2022年7月3日(日) 11:00～12:00
場所：立教大学新座キャンパス内 SPAC

【立教大学指定寄付のお願い】
引き続き現役支援のための指定寄付を募っています。
インターネット募金となりますのでスマートフォンから振込いただければ
幸いです。(「指定先」を「体育会水泳部」と必ず入力ください)
お礼品をお送りさせていただきます。
こちらのQRコードより
振込み可能

OBOG会からの案内
【梶谷典久先輩の貴重過去映像】

【OBOGのお子様ご活躍】

現水泳部ヘッドコーチ、梶谷先輩が現役時代の1992年「東日本学
生相撲リーグ戦」に助っ人出場した当時の勇姿（動画）を発掘しま
した！映像は下記QRコードより！
立教大学 vs 慶応大学では、勝った方が優勝と言う大一番。
3対2で立教大学が勝利し優勝。その後、入れ替え戦で東京大学を
破り二部に昇格を果たしました。

体育会水泳部でご活躍されたOBOGの方々のお子様方が立教大学体
育会の他部でご活躍されております。
元コーチS63卒 山下靖雄 先輩 H1卒 栄井貴之 先輩
リーダー部長兼副団長
体育会ラクロス部 栄井海斗(2年)
兼連盟常任委員 山下健太(4年) ※立教スポーツ掲載

【東京都社会人選手権にOBOGが10名出場】
6月11日,12日に「東京辰巳国際水泳場(50m)」に於いて
「東京都社会人チーム対抗水泳競技大会 兼 第77回 国民体育
大会東京都代表選考会 」が開催されます。本学水泳部からは10
名のOBOGの皆様が出場いたします。

【住所等変更の受付】
OBOGの皆様の中でご結婚や転勤などに伴い、名字や住所や
電話番号などの変更がございましたら以下の連絡先まで必ず
ご連絡ください。
OB・OG会 副幹事長 榊原雅史(H23年卒)
rikkyoswimobog@gmail.com
080-6503-9606

重要

