
　２０１８年度　京都外大西高校水泳部戦績
　
『近畿私学大会』　　　　　　　　　大阪プール　５月１２日、１３日
　　　　　　　　　女子総合優勝　男子総合２位
男子総合　
１位　桃山学院 　１３６点　２位　京都外大西　９０点　３位　太成学院 ７８点　

女子総合
１位　京都外大西　１３０点　　２位　須磨学園 １１０点　３位 太成学院　８４点

『京都府高等学校総合体育大会』　　京都アクアリーナ　５月１９日
　　　男女総合優勝　女子総合１５連覇

男子総合　
１位　京都外大西　１８６点　２位　京都両洋　８８点　３位　洛南･文教　８３点
５位　西城陽　６１点
女子総合
１位　京都外大西　２４４点　２位　京都文教　１０４点　３位 京都両洋　７４点
４位　山城　５４点　５位　西城陽　４７点
　　
　　
　☆６つの大会新記録を樹立！
　『京都府高等学校選手権』　京都アクアリーナ　６月２３日、２４日
　　　　　　　　　男女総合優勝　男子５連覇　女子１４連覇

男子総合　
１位　京都外大西　１９８点　２位　洛南　９４点　３位　京都両洋　７７点
４位　西城陽　６６点　５位　京都文教　６２点
女子総合
１位　京都外大西　２６８点　２位　京都文教　１００点　３位 京都両洋　７９点
４位　西城陽　６３点　５位　山城　５９点

☆５つの大会新記録を樹立！



★男子２００ｍ個人メドレー優勝
　長牛太佑（１年）　三木二郎杯を獲得しました！

　

『近畿高等学校選手権』インターハイ予選　
　　　　　　　　　　　　　和歌山県：あきばさんプール　７月２３～２５
日
　　　　　　　　
　　　　　　　男子総合優勝2連覇　女子総合３位

男子総合　
１位　京都外大西　１０１点　２位　太成学院大高 ９９点　３位　桃山学院 ８５点
４位　近大付 ５９点　５位　四條畷学園 ５６点　６位　市川 ４９点

女子総合
１位　近大付 １６８点　２位　須磨学園 １０２点　３位　京都外大西 １０１点
４位　天理 ８８点　５位 太成学院大高　５９点 　６位　和歌山北 ４１点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
個人３１種目、リレー６種目　　２８名がインターハイヘ！



『第８６回 日本高等学校選手権水泳競技大会』
　　　　　　　　　　　　　　愛知：ガイシアリーナ８月１７日～２０日
【男子】
團 頌太（３年）　　　 ２００Mバタフライ ２：００．７１　         ５位　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　１００M バタフライ　　 ５３．５５ 　 Ｂ決勝１位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(京都新記録)

山元 悠叶（３年）　　 １００M 背泳ぎ 　５６．９２(京都高校新記録)６位
                      ２００M 背泳ぎ　   ２：０４．４９    Ｂ決勝２位
岡本 大雅（３年）     ２００M自由形 　　１：５２．５１　        ６位
　　　　　　　　　　　４００M 自由形　   ３：５８．７５    　  １５位
森 圭佑（３年）　　　 １００M 平泳ぎ　   １：０３．２６    Ｂ決勝４位　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　予選１：０３．０２(京都高校新記録)

長牛 太佑（1年）   ４００M個人メドレー ４：３０．３５　    　 １５位

４００Mメドレーリレー  ３：４４．３３(京都高校新記録)　     　優勝
山元悠叶（３年）森 圭佑（３年）團 頌太（３年）岡本 大雅（３年）
１泳:山元悠叶（３年）５６．７９(京都高校新記録)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都史上初優勝！！

４００Mフリーリレー　　３：２７．９７        　　　　　　　　　２位
山元悠叶（３年）團 頌太（３年）尾脇　璃音（３年）岡本大雅（３年）



８００Mフリーリレー  　７：３３．７７　        　　　　　　　　６位
長牛 太佑 （１年）山元悠叶（３年）萩原　涼介（１年）岡本大雅（３年）　
　

【女子】
又木　愛紗（３年）２００M　背泳ぎ 　　　２：１３．１６　　　　　優勝
　　　　　　　　　１００M　背泳ぎ 　　　１：０２．５３　　　　　３位
何澤　由衣（２年）２００Mバタフライ 　　２：１３．６４　        ６位　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　４００M個人メドレー   ４：５２．７３　　　　　８位
宮本　優海（１年）２００M平泳ぎ 　　　　２：３１．８８　        ６位 

                  ４００M個人メドレー   ４：５７．４６　　　　１５位
渡会　円香（１年）１００M　背泳ぎ 　　　１：０３．３５　　　　　８位
　　　　　　　　　２００M　背泳ぎ 　　　２：１７．３３　  Ｂ決勝３位
初田　沙希（１年）４００M　個人メドレー　4：５５．４９　　　　　９位　　
竹田ひろか（３年) ２００M自由形 　　　　２：０４．４８　  Ｂ決勝４位      

                　４００M 自由形　   　 ４：２２．９５    　　１６位
山岸　真尋（２年）２００Mバタフライ     ２：１５．６８　  Ｂ決勝５位　　　　
　　　　　　　　　　　　　        　



８００Mフリーリレー  　８：２０．６５　        　　　　　　　　　５位
竹田ひろか（３年）何澤 由衣（２年）又木 愛紗（３年）初田 沙希（１年）

４００Mメドレーリレー  ４：１４．３０　     　　　　　　　　　　７位
又木 愛紗（３年）宮本 優海（１年）山岸 真尋（２年）竹田ひろか（３年）

４００Mフリーリレー　　３：５２．６８       　　　　　　　　　　７位
竹田ひろか（３年）奥村 紗代（１年）又木 愛紗（３年）渡会 円香（１年）　

４００Mメドレーリレー　優勝
山元悠叶（３年）森 圭佑（３年）團 頌太（３年）岡本 大雅（３年）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　４００Mフリーリレー　２位
山元悠叶（３年）團 頌太（３年）岡本大雅（３年）尾脇　璃音（３年）

又木　愛紗（３年）　２００背泳ぎ 　　優勝　　１００M　背泳ぎ ３位



８００Mフリーリレー  　        　　　　　　　　　　５位
竹田ひろか（３年）何澤　由衣（２年）又木　愛紗（３年）初田　沙希（１
年）

男子総合　
１位　日大豊山（東京）　１８０点　    ５位　四條畷学園（大阪）  ９９点

２位　京都外大西 １４２点　　６位　中京大中京（愛知）  ９８点　

３位　豊川（愛知）　　　１４２点　　　 ７位　湘南工大付（神奈川）９８点　
４位　桃山学院（大阪）  １３８点　　　 ８位　近大付（大阪）　　  ９６点

　（２位３位、６位７位はリレー得点による）

男子　総合２位 京都史上初！！
女子総合
１位 日大藤沢（神奈川） ２７８．５点   ５位 近大付（大阪）   　 １５４点 　　
２位　豊川（愛知）    　 ２０３点　    ６位 埼玉栄（埼玉）      １４３点
３位 春日部共栄（埼玉）  １７０点　　　７位 須磨学園（兵庫）    １１８点

４位　京都外大西 １６０点　　 ８位 淑徳巣鴨（東京）  １０７．５点

女子　総合４位



　　　　思いは一つ、One　Heart！　一丸となって戦いました！！

　『第４1回ＪOCジュニアオリンピック大会水泳競技大
会』
   　　　　　　　　　　東京：辰巳国際水泳場　８月２２～２６日
【男子】

團 頌太（３年）　　CS　１００M バタフライ　   ５３．５９　　  ２位
　　　　　　　　　 CS  ２００Mバタフライ  ２：００．９２　    ５位　　　　　　　　

岡本 大雅（３年）  CS  ２００M自由形 　　１：５２．１２　　  ３位　　　　　
　　　　　　
森 圭佑（３年）　　CS  １００M 平泳ぎ　   １：０２．９８      ６位　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　予選１：０２．８２(京都高校新記録)

山元 悠叶（３年）　CS　１００M 背泳ぎ　       ５７．６１      ７位
                   CS  ２００M 背泳ぎ　   ２：０４．８２      ６位

CS　４００Mメドレーリレー  ３：４５．００　　　　　　       ２位
山元悠叶（３年）森 圭佑（３年）團 頌太（３年）岡本 大雅（３年）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　
CS　４００Mフリーリレー　  ３：２８．０４        　　　　     ４位
山元悠叶（３年）團 頌太（３年）尾脇　璃音（３年）岡本大雅（３年）　

【女子】
又木　愛紗（３年）　CS　２００M　背泳ぎ 　 ２：１０．８５(京都新記録)　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　ナショナル選手標準記録突破　　　優勝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　      CS　１００M　背泳ぎ　　  １：０２．５７　　３位
何澤　由衣（２年）15～16歳２００Mバタフライ  ２：１５．１３     ５位　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　15～16歳４００M個人メドレー   ４：５５．９６　　 ８位
山岸　真尋（２年）15～16歳２００Mバタフライ  ２：１５．４７　 　６
位　　宮本　優海（１年）15～16歳２００M平泳ぎ 　　 ２：３４．３７　   ６
位
　　　　　　　　　15～16歳４００M個人メドレー   ４：５４．５５　　 ７位
渡会　円香（１年）15～16歳１００M　背泳ぎ     １：０４．４０　　 ８位
　　　　　　      15～16歳２００M　背泳ぎ     ２：１７．９８　　 ６位
　　　　　　　　　　　　　　　        　
CS　　４００Mフリーリレー　                 ３：５３．６１      ５位
竹田ひろか（３年）渡会 円香（１年）何澤 由衣（２年）奥村 紗代（１年）

　　
15・16歳総合４位　チャンピオンシップ総合３位

男女総合７位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                         １６
名が出場　
第７３回国民体育大会水泳競技　 『福井しあわせ元気国



体』
   　　　　　　敦賀市総合運動公園プール　９月１５～１７日
【男子】

岡本　大雅（３年）少年Ａ４００Ｍ自由形　　３：５７．１０　３位
團 頌太　 （３年）少年Ａ２００Ｍバタフライ　 ２：０２．２４　 ６位

少年Ａ４００Ｍメドレーリレー　　　　　 　 ３：４６．５１　 ７位
　山元悠叶（３年）森 圭佑（３年）團 頌太（３年）岡本 大雅（３年）
　　　　　　　
【女子】

又木　愛紗（３年）少年Ａ　２００Ｍ背泳ぎ　２：１３．５７　２位
渡会　円香（１年）少年Ｂ　１００Ｍ背泳ぎ　１：０４．３３　 ６位

少年Ｂ４００Ｍメドレーリレー　　　　　  　４：２０．３１　 ８位
　第１泳者　渡会　円香（1年）第２泳者　宮本　優海（1年）第３泳者　高嶋　愛菜（1年）　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都チーム：　天皇杯１０位　皇后杯９位
                                        １４名が出場

　　　　　　　　　　　　　　　　成年の部で卒業生　６名　が選出されました

『第４1回ＪOCジュニアオリンピック大会水泳競技大会』
   　　　　　　　　　　東京：辰巳国際水泳場　3月２7～30日
【男子】

團 頌太（３年）　　CS　１００M バタフライ　   ５２．１２　　  ２位
　　　　　　　　　 CS 　 ５０M バタフライ     ２３．５３      ３位　　　　　　
　　

CS　４００Mメドレーリレー  ３：４１．６２　　　　　　       ８位



長牛 太佑 （１年）森 圭佑（３年）尾脇　璃音（３年）中村　仁（１年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【女子】

又木　愛紗（３年）　CS　２００M　背泳ぎ 　  ２：０８．４７　　優勝　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
渡会　円香（１年）15～16歳２００M　背泳ぎ    ２：０９．６２　　優勝　　
　　　　　　      15～16歳１００M　背泳ぎ    １：０１．０４　　３位　　
何澤　由衣（２年）　CS ４００M　個人メドレー    ４：４２．８０　  ４位

　　　　　　      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９名が出場
『第94回　日本選手権水泳競技大会』
　　　　　　　 【東京辰巳国際水泳場　　４月３日～４月８日】

又木　愛紗（３年）　  ２００M背泳ぎ　　２：１５．５５　準決勝１６位　
　
　　　團（３年）何澤（２年）渡会（１年）が出場

『ジャパンオープン２０１８（５０ｍ）』
　　　　　　　　【東京辰巳国際水泳場　　５月２４日～２７日】

又木　愛紗（３年）　  ２００M背泳ぎ　　２：１２．８７　Ｂ決勝　１位

　　　團（３年）何澤（２年）渡会（１年）が出場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　



『第14回世界選手権２５Ｍ代表選考会』
　　　　　　　　　　　　【東京辰巳国際水泳場　１０月２７・２８日】

　
又木愛紗（３年）２００M背泳ぎ　２：０６．６４　　５位

　　　　　　　　團（３年）が出場

『ＦIＮＡスイミングワールドカップ２０１８東京大会』
   　　　　　　　　【東京辰巳国際水泳場　１１月９～１１日】
　
　　　　　團（３年）又木（３年）が出場

☆３年間を振り返って

私は中学の頃、決してすごい選手ではありませんでした。
全国なんて遠すぎる舞台でした。 
なので西高に入学することには、勇気と覚悟が必要でした。入学してからも不安でいっぱ



いで苦しいこともたくさんありました。 

でもこの3年間で得たものは言い表せないくらい大きくて大切なものです。
選手として強くなる前に人として強くなることを学びました。
そして、最高の仲間と熱い夏を闘う楽しさも教えてもらいました。
西高水泳部で過ごした日々は充実していて、私にとってかけがえのないものです。

女子主将：竹田 ひろか

僕は中学生の頃からこの京都外大西に憧れていました。いつか自分もここに入って闘いた
いと思っていました。 
速いだけではなく、人として輝き、誰からも応援されるチームだからこそ、こんなにも魅
力があるのだ、と三年間過ごし実感しています。 
今年のインターハイでは、西高が大切にしているチーム力を武器に、全国の強豪校と互角
またそれ以上の熱いレース、熱い闘いがありました。 
メドレーリレーでは、ずっと目標にしていた全国制覇を達成し、総合では男子2位女子4位
と、西高の強さを証明する事ができました。 
 
時には苦しい事やつまずいた事もありましたが、日々自分達の側で応援してくださる保護
者の方々や先生方、本気で仲間とぶつかり合い、本気で勝負をできた事に、これからも
きっと大きな意味を感じると思います。 
『不撓不屈』  これは西高が大切にしている言葉です。 
どんな時も屈せず諦めずに闘い、仲間と協力し合えば、きっと大きな事を成し遂げられる



と自信を持って言い切れます。 
 
競技者としてだけでなく、人として社会に出てからも魅力のある人間に成長できる場所。 
かけがえのない仲間との三年間。 
最高の仲間と最高の夏を築き上げましょう！ 
西高最強！！！
 

男子主将：團 頌太 

「不撓不屈」　
どんな困難にも決してくじけない

　　強く優しい人を目指して共に頑張りましょ
う！　



　２０１７年度　京都外大西高校水泳部戦績
　
『近畿私学大会』大阪プール　５月１３日、１４日
　　　　　　　　　男子総合優勝　女子総合３位
『京都府高等学校総合体育大会』京都アクアリーナ　５月２０日

　　　男女総合優勝　女子総合１４連覇
『京都府高等学校選手権』京都アクアリーナ　６月２４日、２５日

　　　　　　　　　男女総合優勝　男子4連覇　女子１３連覇

『近畿高等学校選手権』インターハイ予選　
　　　　　　　　　　　　京都アクアリーナ　７月２２～２４日
　　　　　　　　男子総合優勝　女子総合４位



男子総合　
１位　京都外大西　９１点　２位　太成学院 ８４点　３位　近畿大付 ６９点

女子総合
１位　近畿大付 １５１点　２位　須磨学園 １２１点　３位 太成学院　１０９点
４位　京都外大西６４点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３名がインターハイ
ヘ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　

『第４０回ＪOCジュニアオリンピック大会水泳競技大会』
   　　　　　　　　東京辰巳国際水泳場　８月２２～２６日
【男子】

辰巳　海斗（３年）ＣＳ　２００Ｍ自由形　　１：５０．２８　　　　　 １位
　　　　　　　　　　　  ４００Ｍ自由形　　３：５６．９２　　　　　 ５位
４００Ｍフリーリレー予選第一泳者　　　　　　　５１．４０（京都高校新記録）

　　　

團 頌太（２年）　ＣＳ　２００Ｍバタフライ　　２：０２．２８　　　　７位
　　　　　　　　       １００Ｍバタフライ　　 　 ５４．８２　　　　８位

　　　　　　　　　

【女子】

又木　愛紗（２年）ＣＳ　２００Ｍ背泳ぎ　　　２：１３．２１　　　　 ２位
　　　　　　　　　　　　１００Ｍ背泳ぎ　　　１：０３．３４　　　　 ５位
　　　　　　　　　　　　４００Ｍ自由形　　　４：２１．４７　　　　 ７位

４００Ｍメドレーリレー
　第３泳者　森　穂夏（３年）　第４泳者　何澤　由衣（１年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４：１８．９０　　　　 ７位



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７名が出場

                                       　　　　　　

　３月２７～３０日
【男子】
辰巳　海斗（３年）  ＣＳ　１００Ｍ自由形　　　４９．１１　　   ４位
　　　　　　　　  ＣＳ　２００Ｍ自由形　　１：４５．８９　　　優勝
　　　　　　　　　ＣＳ  ４００Ｍ自由形　　３：４８．３１　　　３位
團  　頌太（２年）  ＣＳ　５０Ｍバタフライ　　 ２３．７０　　　４位
　　　　　　　　　ＣＳ　１００Ｍバタフライ　　５２．４２　　　３位

【女子】
又木　愛紗（２年）　ＣＳ　２００Ｍ背泳ぎ　　 ２：０８．３４　　 ２位
　　　　　　　　　ＣＳ  ４００Ｍ自由形　   ４：１３．２５　   ８位
何澤　由衣（1年）15~16歳４００Ｍ個人メドレー ４：４１．４１　　 ３位　
                 15~16歳２００Ｍバタフライ  ２：１１．０７     ４位　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６名が出場
　　　　　　　　　　　　　　　　　
アーティスティックスイミング

TR(テクニカルルーティン) あらかじめ決められた規定要素と呼ばれる技を演技に取り入れ
る
                       　ことが定められており、技術力に重点を置いた採点が行われる。
ＦＲ（フリールーティン）　自由に演技し、技術だけでなく構成力や芸術的な表現力が問
われる。　

ソロ（１人）
デユエット（２人）　
チーム（４～８人）



フリーコンビネーション（８～１０人）　
ハイライトルーティン（８～１０人）

  山田　琴音（１年）　

『関西選手権シンクロ競技』
　　　　　　　　　　　　　東和薬品ラクタブドーム　６月２、３日
　　　　　　　　　　　　 　ＴＲチーム　井村A　優勝
                           FＲチーム　井村A　優勝　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　   FＲソロ　　　　　　12位
『近畿高等学校選手権』　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　東和薬品ラクタブドーム　７月２２日
　　　　　　　　　　　　ソロ　　　　　　 5位　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　『日本アーティスティックスイミングチャレンジカップ』
   　　　　　　　　　　　　　　　尼崎スポーツの森　８月２～５日
　　　　　　　　　　　　　 ハイライト　　　　 優勝
　　　　　　　　　　　　   ＴＲチーム　　　　8位
                           FＲチーム        8位
　　　　　　　　 　　　　　

『第４1回ＪOCジュニアオリンピック大会水泳競技大会』

   　　　　　　　　　　岩手県盛岡市総合プール　８月２２～２５日
　　　　　　　　 　　　　　FＲチーム        優勝
　　　　　　　　　　　　　 ＴＲチーム　　　　２位

『アーティスティックスイミングナショナルトライアル２０１９』
　　　　　　　　　　　　　横浜国際プール　　１月２６～２７日



　
　　　　　　　　　　　　　ソロ　　　　５１位


