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年を経る K従い人聞の記憶は薄らぎ記録は失なわ

れてゆく。昔の思い出や記録を書き物Kして残して

b くととはその当時の人々 Kも文後よタ来る人達K

も意義あるととと思い以前会誌を発行すべく準備を

したとともあるが実行までいたらずその原稿の一部

が末だ私の手許Kある。成城水泳部が満 50年を迎

える Kあたって部史を発行しようと言う声が水泳会

先置の間よ D起ったのでとの機をのがさず発行する

とと K した。との期間は戦争があ b記録も充分で左

いが集められる限bの記録と皆んなの記憶をもと K

集めたものである。

何かの参考K在れば幸である。

成城水泳会名誉会長

夫忠木鈴

一言頭巻
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発刊のことば
成城水泳会会長

山口宗樹

鈴木前会長よ b成城水泳部 50年史の発行の宿題

を引継いでいましたが、筆を動かすととよ b身体を

動かすととの方が好き左我々のとととて遅れK遅れ

て漸く発刊の運びとなタました。私達は水泳が好き

左のです、泳ぐことが好きなのです、学生時代K水

泳の選手生活を過した者は社会K出ても鍛えた心身

で何とか荒波を乗切って行〈力を持っています。

その上我々は成城らしい練習と愉快走部生活を送b

ました。その各年代の姿がこの 50年史K再現され

て居タます。先軍の辿った途を噛みしめて読んで見

ましょう。とれから入部してくる後軍への指針とな

るものと思います。

いつの日かの立派左 100年史を夢みて
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巻 頭 至Eコ宝「 名誉会長 鈴木 忠夫 ニックネーム 19回 福田 龍三 52 

刊 行Kあた って 会 長 山口 宗樹 戦時中の部生活 19回 村 瀬 泰一 53 

私達の時代の

旧制高等学校 成城水泳部 21回 村瀬友三郎 54 

水泳部と私 21回 新 井 倫夫 55 

成城水泳部発達史 3回 鈴木 忠夫 6 プールの思い出 22回 立川 慶男. 56 

感じたととども 名誉会員 小野嘉寿男 22 思い出の人

スクッチ 4回 白井 誠 23 思い出すとと 22回 南 正 保 57 

浩然、荘ぽ起 名誉会員 森 源太郎 24 終戦前後のととまど 23回 津田 謙二 58 

水泳部前記 名誉会員 内田 省三 26 トリの思い出 23回 村 瀬 功 61 

側面 50年史 名誉会員 白井 毅 27 |遺 稿|

成城水泳部の思い出 3回 真野 国夫 30 八百米自由型決勝 23回 立花幸 ← 62 

|遺 稿| 4回 長与 俊一 31 新旧交歓座談会一一一一一一一一一一一--64

回 顧 6回 鈴木勝太郎 32 旧14回 丹 沢 章浩 旧21回 新井 倫夫

|遺 稿|興津の生活 7回 酒巻 敏雄 33 旧18回 小沢貞一郎 旧21回 村瀬友三郎

樟は命の守タ 9回 大西 真 博 34 旧19回 高橋 和夫 旧23回 岡田 良元

現役時代 旧19回 津田 淳一 旧23回 村瀬 功

思い出すまま K 9回 中村 俊平 35 旧19回 平子 良

昭和 12年頃の 旧19回 村 瀬 泰 一 新 3回 寺田 正明

水泳部活動 10回 山口 宗樹 旧19回 中井 陽イ乍 新 3回 上原 義洋

プレイパック 50 10回 神田己季男 旧19回 福田 龍三 新 3回 石田 直樹

プールのうち・そと 11回 竹尾 快助 41 

|遺 稿| 新制高等学校今シーズンを省みて 12回 山口 八 郎 43 

ハチとその周辺 14回 丹 沢 章浩 43 訪問インタビュー 日沢 偉雄 70 

山ハチと共K 12回 守田 謙三 45 水泳と私 名誉会員 西潟 正 71 

青春のー榔 13回 松 浦 英夫 46 戦争末期の水泳部

!遺 稿| 13回 浜田 収 47 の思い出 3回 石田 直樹 72 

思い出 14回 君 塚 英男 47 水泳部の思い出 7回 山本 勉 75 

忘れ得ぬととども 3回 鈴木 忠夫 48 プール乞食 7回 広瀬正明 77 

山田寿ーの思い出 18回 小沢貞一郎 50 水泳部の思い出 8回 芹沢 和 馬 79 

水泳部の思い出 18回 浅田 忠平 51 水泳部の思い出 8回 石垣 猛 80 
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十文字美博先生を囲んて一一一一一一一一一一ー-Sl J、- シ〆 ザ イ 9回 吉村 広司 120 

11回 武井 教臣 17回 山田 裕二 水泳部の思い出 9回 松野 雄磨 121 

11回 広瀬 俊之 22回 北)11 晴美 蘇れ/我が成城よ/ 9回柴山 松秀 122 

14回 寺川 宣朗 25回 石塚 寸~一 水球で日大の王座 10回村上 j願三 123 

14回 古屋 博敏 25回 春山 功 くずれる (旧姓本郷)

17回 平川 竜 25回 小林 潔 燃えた青春 11回桑原 重治 124 

17回 長谷部弘美 27回 黒田 克己 私と水泳部 14回麻植 康男 126 

水泳と私 11回 広瀬 俊之 87 我が青春のドタパタ記 15回 藤沢 靖弘 127 

水泳部の思い出 14回 根岸 繁雄 89 我が心の成城プール 15回桑原 征平 129 

青春時代の思い出 15回 畔田 満 90 成城大学水泳部の思い出18回柏野 健人 130 

高校時代の思い出 25回 春山 功 91 私の現役時代 21回古谷 生男 131 

我が水球人生 25回 石塚 寸舟ふら一 92 富浦臨海学校座談会一一一一一一一一一一一一-132

高校水泳部の思い出 27回 黒田 克己 94 中学校 太田茂照先生 7回 山本 勉

高校女子水泳部の 27回 中島 三恵 95 中学校 宮田和久先生 8回安井 昌平

思い出 (旧姓宿谷) 中学校 吉田芳弘先生 15回福谷 芳武

女子水泳部の思い出 33回 中井あづき 96 中学校 尾形良悟先生 21回小平 恵洋

~ 25才 Kまったフーコ 30回 藤 倉 恵子 97 富浦臨海学校 27回 伊藤 美紀 137 

とイモコの対談~ 30回小野由紀子 97 マネージャ一体験記 31回 慶山・平野

水泳部の思い出 22回 吉野 洋 138 

新制大学 成城水泳部季節労働者初回石井 俊成 139 

水泳部の思い出 25回 窪田 直人 139 

青春のアノレバムよ D 3回 金井 正之 98 水泳部の思い出 お回小林 潔 140 

水泳部雑感 5回 縛 宏美 99 涙・涙の青森合宿 26回 中村 正人 141 

水泳と私の出会い 7回 阿部 武彦 101 大学水泳部の思い出 27回 黒田 克己 142 

私の水泳部 7回 安山 毅 105 成 績(848--851) 文責石塚 -戸t 143 

水球と私 8回 桑原 和司 106 55年リーグ戦監督奮戦記13回中山武夫 144 

マネージャー マネージャーの思い出 25回 坂井由美子 145 

聞とえはいいけれど 8回 安井 昌平 110 プールの首領水泳部員を語る 森田昌太郎 146 

昭和 32年~昭和 41年 (文責) 年 表 旧制高校・新制大学， 85--858 148 

1部リーグK孝子ける戦績表 山本・藤沢 112 成城水泳会の沿いたち旧 3回 鈴木 忠夫 166 

マネージャーの思い出 9回 高橋 理行 118 成城水泳会名簿 170 

水 球 道 9回 岡本 浩三 118 編 集 後 記 192 
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