
２０１９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５日、６日
　　　　　　　　　女子総合２位
女子総合
１位 太成学院　 　９７点　
２位　京都外大西　９７点　
３位 近大附　　　 ９１点　
４位 四條畷 　　　７２点　
５位 関大北陽　 　７２点        （１位２位、４位５位はリレー得点による）

『京都府高等学校総合体育大会』 京都アクアリーナ　５月１８日

　男子総合２位　　　女子総合優勝１６連覇
男子総合　                         女子総合
 １位　洛南　    １４９点        　　　　　１位　京都外大西　２５０点 

 ２位 京都外大西 １２８点　　　　　　　　  ２位 京都文教　     ９４点
 ３位 京都両洋　 １１１点　         　　　 ３位 西城陽　       ６７点
 ４位 京都文教　   ６５点          　　　  ４位 京都両洋　     ５７点
 ５位 山城　     　３１点           　　　 ５位 洛南　         ５５点

　　　　
　　　                        ☆４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２２日、２３日
　　　　　　　　

女子総合優勝　　１５連覇

男子総合　                             女子総合
１位　洛南　      １５５点　　                   １位 京都外大西　２７０点
２位　京都外大西　１４０点     　                ２位　京都文教　 １０８点



３位　京都両洋　  １１１点                       ３位  洛南　       ７８点
４位　京都文教　    ７８点　  　                 ４位　西城陽　   　７６点
５位　山城      　  ４６点　　                   ５位　京都両洋　   ５７点　

☆２つの大会新記録を樹立！

★男子２００ｍ個人メドレー優勝（２連覇）
長牛太佑（２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　
　　　　　兵庫県：神戸ポートアイランドスポーツセンター　７月２２～２
４日
　　　　　　　　

女子総合２位

女子総合
１位　近大付         １２３点　　
２位　京都外大西 １１５点
３位　須磨学園         ９８点　
４位　太成学院大高   　７６点　
５位  四條畷           ５０点 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



　
個人２８種目、リレー６種目　　
　　　　　男子８名　女子１５名　
　　　　　　　　　　　２３名がインターハイへ！

『第８7回 日本高等学校選手権水泳競技大会』
　　　　　　　　　　　熊本：アクアドーム８月１７日～２０日
【男子】
長牛 太佑（２年）４００M個人メドレー ４：２４．７３　　５位

８００Mフリーリレー  　　　　　　　　７：４０．７０　 １２位
長牛 太佑(２年) 萩原 涼介(２年）中村 仁(２年）梶原 将(３年）　

【女子】

何澤 由衣（３年） ４００M個人メドレー  ４：４８．３０  ３位　　　　　　
                  ２００Mバタフライ    ２：１１．９９   ４位　　　　　　　　
　　　　　　

渡会　円香（２年）２００M　背泳ぎ 　　　２：１５．１７　４位
　　　　　　　　　１００M　背泳ぎ 　　　１：０３．５１　７位
　　　　　　　　　
宮本　優海（２年）４００M個人メドレー  ４：５１．５９   ６位

青木　尚子（２年) ５０M自由形 　　２６．５５　　Ｂ決勝  ３位     



４００Mフリーリレー　　３：５１．６２       　　　　　　７位
渡会 円香(２年)何澤 由衣(３年)諸橋 光咲(１年)奥村 紗代(２年）

８００Mフリーリレー  　８：２３．２６　        　　　　 ８位
何澤 由衣(３年)諸橋 光咲(１年)奥村 紗代(２年)松下奈那香(３年）

４００Mメドレーリレー  ４：１６．１４　     　　　　　１１位
渡会 円香(２年)宮本 優海(２年）何澤 由衣(３年）諸橋 光咲(１年）

何澤　由衣（３年）　４００M　個人メドレー ３位
女子総合
１位  日大藤沢（神奈川） ２３９点    ５位　日大目黒       　１３０点　　

２位　近大付（大阪）   　 １８４点  ６位 京都外大西 １２６点
３位  春日部共栄（埼玉） １８３点　　７位　 須磨学園（兵庫） １０５点
４位　豊川（愛知）       １６８点　　８位 　武蔵野（東京）   １０３点

女子　総合６位



     強くなろう、化けよう！　笑顔のハイタッチ！
　　　　　　　　　 　チームに尽くし、戦いました！！

『第４２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】
長牛 太佑（２年）  CS４００M自由形 　３：５９．９５　 ６位

【女子】

渡会　円香（２年）CS２００M背泳ぎ　 　２：１４．３７  ２位　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　CS１００M背泳ぎ  　 １：０２．９８  ３位　　　

何澤　由衣（３年）CS２００Mバタフライ ２：１１．９９　５位　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　CS４００M個人メドレー  ４：４９．７０  ５位



　　　　　　　　　CS２００M個人メドレー  ２：２０．６０  ７位
髙嶋　愛菜（２年）15～16歳１００M背泳ぎ １：０５．１０　８位
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　        　
CS　　４００メドレーリレー　　　　　　４：１６．９０　 ６位                 

渡会 円香(２年)宮本 優海(２年）何澤 由衣(３年)諸橋 光咲（１年）

CS　　４００Mフリーリレー　                 決勝　失格
青木 尚子(２年)何澤 由衣(３年)渡会 円香(２年）諸橋 光咲（１年）

　　
ＣＳ総合７位

　　　　　　　　　　　　　　　　　 
                                  １４名
が出場

　　　　　　渡会　円香（２年）CS２００M背泳ぎ　２位



第７４回国民体育大会水泳競技　
　　　　　　　　　 『いきいき茨城ゆめ国体』
   　　　　　笠松運動公園屋内プール　９月１４～１６日
【女子】
何澤 由衣(３年)少年Ａ２００Ｍバタフライ　２：１１．６２ ３位
                          （予選２：１１．２９の京都新記録）

何澤 由衣(３年)少年Ａ４００Ｍ個人メドレー　 ４：４８．０９ ３位

渡会 円香(２年)少年Ａ２００Ｍ背泳ぎ　   ２：１５．０５　４位
八木 詩歩(１年)少年Ｂ２００Ｍ個人メドレー　 ２：２０．５７　７位

少年Ａ４００Ｍフリーリレー　　　　　  　３：５２．１７　８位第
１泳者 渡会 円香(2年)第２泳者 何澤 由衣(3年)第４泳者 青木 尚子(2年）　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
京都チーム：　天皇杯７位　皇后杯7位
                                        ９名が出場
　　　　　　　　　　　　　　
                                 成年の部で卒業生９名が選出されました

『第３回近畿新人水泳競技大会』　スイムピア奈良　１０月５日、６
日

　　　　　　　　　女子総合優勝
男子総合　１位  桃山学院　   ７６点    ５位　太成学院大　 ３７点　　

　　　　　　２位　須磨学園　   ５９点    ６位 京都外大西 ３６点
　　　　　　３位  関大北陽　   ４６点　　
　　　　　　４位　大体大浪商　 ３７点　　　



女子総合　１位　京都外大西　８０点
　　　　　　２位　太成学院大　 ７５点     ５位　四條畷学園　２４点
　　　　　　３位  関大北陽　   ６７点　   ６位　大阪成蹊　　１４点　
　　　　　　４位　須磨学園　　 ５８点

　　　　　　　　　　　　☆３つの大会新記録を樹立！

『第39回京都府高等学校室内選手権水泳競技大会』 

                             　京都アクアリーナ　２月９日 

             　男女総合優勝
男子総合　                    女子総合
１位　京都外大西　１５２点   １位　京都外大西　２４３点
２位 洛南　　　　　 １４６点　     ２位　京都文教　   ９５点
３位 京都両洋　　　 １００点　      ３位  西城陽　　 　７２点

　　　
                              ☆２つの大会新記録を樹
立！
『第５１回シンガポールエイジ』
　　                          令和２年３月１７日～２２日：シンガポール

 
　 渡会　円香　（2年）

　　　　　　　　　　　※新型コロナウィルス感染予防のため中止

『第４２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



　
　　　　　　　　　　　　　　２０名が出場権獲得

　　　　　　　　　　　　　※新型コロナウィルス感染予防のため中止

『第95回　日本選手権水泳競技大会』
　　　　【東京辰巳国際水泳場　　４月２日～４月８日】

　
　　　何澤（３年）渡会（２年）青木（２年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　が出場

『ジャパンオープン２０１９（５０ｍ）』
　　　　　　【東京辰巳国際水泳場　５月３０日～６月９
日】

　　　何澤（３年）渡会（２年）青木（２年）
　　　　　　　　　　　　　　　　　が出場



西高水泳部での３年間を経て
　　　　　　　　　　　　女子主将：松下　奈那香

私は中学の時、西高に行きたい！と思いつつも、自分のレベルではふ
さわしくない・・・とずっと思ってました。ですが、3年間を過ごし
て、あの時勇気を出して西高を選んで本当に良かった！と心の底から
思っています。 

決して競技力が全てではないということ。
一番大切なことは人間力であること。
ひとりひとりの人間力を高めた上で、チーム全員が１つとなって戦う
ことの素晴らしさ、楽しさを学びました。 
中学の頃は全国まで程遠かった私が、たくさんのことを学び、日々仲
間と頑張ることで、インターハイにも出場し、戦うことができまし
た。 
もちろん、この3年間の中でも、苦しいことや逃げ出したくなること
もたくさんありました。ですが、それ以上に得られた達成感がすご
く、ここまで熱く素晴らしいチームは日本で西高だけだと思ってま
す。 



このチームで3年間を過ごし、熱い夏を過ごせたことを誇りに思いま
す。
先生方や仲間、環境にも恵まれ、最高の時間でした。

男子主将：吉水　尚樹

中学生の僕が京都外大西高校に憧れたのは、あんな風にかっこよくな
りたい！あのジャージを着たい！など理由はたくさんありますが、何
より選手一人一人が輝いて見えたからです。
西高は「不撓不屈」という言葉を大切にしています。そこに「一隅を
照らす」ということが加わり、強く優しい西高水泳部になります。
チームの為に全力で、自分にしかできない役割を果たし、尽くす。そ
うやって自分もチームも全員で強くなり、闘っていく。
そういうチームであるからこそ、一人一人が主役となり、輝いて見え
るのだと思います。
かけがえのない仲間達、どんな場面でも真正面からぶつかってくだ
さった先生方、365日僕達のことを考え思い応援してくれた両親、沢
山の方々のおかげでここまで成長できました。本当に感謝していま
す。

先輩方から受け継がれた熱い思いと経験の上に、今の西高があること
を忘れずに、これから先も、もらった恩を送り続けてください。



僕は心の底からこのチームが大好きです。これからもずっと応援して
います。 
西高最高！！

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（2年）　

『第95回日本選手権水泳競技大会』
　　　　　　　　　　　東京辰巳国際水泳場　４月２７～２９日
　　　　　　　　　チームＴＲ　　　　　　優勝
　　　　　　　　　チームFＲ　　　　　　優勝
　　　　　　　　　ハイライト　　　　　　 優勝
　　　　　　　　　フリーコンビネーション　優勝
　　　　　　　　　デユエットＦＲ　　　　　8位　
『関西選手権　兼　国体予選代表選考会』



　　　　　　　　　　　　　大阪：ラクタブドーム　６月１、２日
                   デユエットFＲ　    2位　
　　　　　　　　　 デユエットＴＲ  　  3位　　　　　　　 

『第73回　近畿高等学校選手権』　大阪：ラクタブドーム　７月２２
日

　　　　　　　　　　　　ソロ　　 ４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２０
１９』
   　　　　　　　 　鹿児島：鴨池公園水泳プール　８月１～４日

　　　　　　　　　チームＴＲ　　　　　　優勝
　　　　　　　　　チームFＲ　　　　　　優勝
　　　　　　　　　ハイライトルーティン　  優勝
　　　　　　　　　フリーコンビネーション　優勝
　　　　　　　　　デユエットＦＲ　　　　　 ４位　
　　　　　　　　　デユエットＴＲ　　　　　 ６位
　　 　　　　　　 ソロTR              18位
                  ソロFR              19位
『第４2回ＪOCジュニアオリンピック大会水泳競技大会』

   　石川：金沢市城北市民運動公園プール　８月２２～２５日
　　　　　　　　 　　　　　   FＲチーム        優勝
　　　　　　　　　　　　　    ＴＲチーム　　　　優勝
　　　　　　　　　　　　　    ソロ総合          1３位 



 

「不撓不屈」　
どんな困難にも決して挫けない

　　強く、優しい人を目指して
共に頑張りましょう！　



　


