
どでかんで

」水泳部に所属した人たち

岩手中学校設立の年に創部されたわが水泳部、入部試験もなく、学業成績

も関係なく、元気すぎるものであっても、来るものはこぼまず、去るものは

考え直せよ！と慰留に努めてきた結果、90年の間に500名に近い部員が

在籍した歴史がある。

500名のなかには夏は水泳部、冬はアイスホッケー部と二足のわらじを

はく人もいた。

また、水泳部には一時所属していたが、残念ながら水泳部員としては卒業

式を迎えられなかった方もいた。しかし一時にしろ、同じ釜の飯を食い、水

泳に汗を流した人たちである。

この稿ではその人たらも含め、どでかんでわが水泳部に所属していた方々の

お名前をリストアップしてみた。

もう少しいるゾ、というお声も聞こえてさそうであるが、これまで事務局

が把握しているメンバーにとどめた。

90年の長い時間のなかで、物故者となられた万も見られるが、その方々

には　※　マークをつけさせていただいた。



桜泳会名簿　　　　　N。．，
氏名 儖Xﾖﾂ� 倩�kﾂ�儖Xﾖﾂ�

1回生 ��h���9:���ｭ�(b�元岩手中高校校長 度���b�※　真舘　雅雄 � 
（暗6年） ��h���靈Hﾔｹ�8�� ��傴｣�)D��｢�秋篠 � 

※　梅津　武雄 ��8回生 ��・伊藤千代三郎 ��

※　工藤　久吉 ��（昭13年） ��・大沢　勝雄 ��

※　高屋常太郎 �� 傅ﾉ�ﾈ��dh樞���

※　斉藤久四朗 �� ��h��ｶY&���﨓ｶr���

高木　信明 �� ������6�k����

古舘　哲郎 �� 俚):�����Lﾒ���

※　安原　孝三 �� 俘)nﾈ���ﾈ皐�ｨｼR���

2回生 ��h���鞐�������� 祷���b� ��Y)hﾋH��ﾅｸ蔗� 

（昭7年） ��h���Y'ﾈ���(爾� ��傴｣�ID��｢� ��Y��68��[ﾘ6�� 

※　小久保　斉 �� ��・坂本　　節 ��

※　小枝指正三 �� ��・四戸　政彦 ��

駒井謙一郎 �� �$�ﾈ���u����

※　藤森　佐一 �� ��h���)gｸ����ｷb���

※　糸馴Il寧雄 ��10匝l生 傅ﾉnﾈ����豐���

宮合福太郎 ��（昭15年） ��h���ﾉ�ｨ����ｩ����

※．山本　　正 �� 儘�:�����{"���

阿保　良一 �� 俥)gｸ��Th者���

岡本　武二 �� ��・栃内松四郎 倚x蜜檠?��9mｨ檠+r�

3回 ��h��ｶY&������2� �� ��Ygｸｷｸ����ｼR� 

（昭8年） ��h����68��ﾔｹ&｢� �� ��X���(��(�｢� 

工藤幾久寿 �� ��ﾈﾞ����

※　金野　英夫 ��11回生 傅ﾈ鉑�8�俛Y�(�ｩ�ﾘ爾���

※　斉藤徳三郎 倚x蜜檍��8檠+r�（昭16年） 俚):����i[ﾒ���

※　松田　二郎 �� 倡Y68��ﾔｸ爾���

本宮　大介 �� ��・立花惣五郎 ��

吉田　俊夫 �� ��・徳田　　弘 ��

4回生 �ｨ����{ITb� ��(���b�浅理　克己 � 

（昭9年） ��h���I:����I��� ��傴｣�yD��｢�東根　清蔵〉 � 

※　佐藤　忠夫 �� ��・岩田　　栄 ��

神　　薫 �� ��・上野　忠吉 ��

※　菅原　正教 �� ��・大澤得次郎 ��

※　立花　金男 �� ��)nﾈ��{ｩ?����

※　沼田　清蔵 �� ��ｩdｸ��Y�Wb���

村田　光穂 �� ��・足沢　　栄 ��

ハ角（村田）英二 �� ��・吉田　大三 ��

横田　　孝 ��13回生 傅ﾈﾋH��ｮI;����

5回生 ��h��耳����鴿�� ��傴｣�吋��｢�※　下村　幸男 � 

（暗10年） ��h���Y[ﾘ���ﾙ[ﾒ� ��H���b�阿部　一郎 � 

※　北田　清松 ��（昭19年） ��9�ｨ��?�����

※　佐藤　　孝 �� ��h��抦ﾋH����"���

丹野　寅雄 �� ��ﾉ�ｨ����uB���

※　中川　太郎 �� ���68����tR���

※　晴山徳太郎 �� ��h��ｷi]ｹ69{儘����

村井　　忠 �� ������H雜����

山口　源吉 �� 傅ﾈ鉑�8��ﾏr���

6回生 ��h��ｾ�������ﾔﾂ� ��※　斉藤　幹男 � 

（昭11年） ��h���ﾉ8x���8蔗� ��斉藤　三郎 � 

鈴木英一郎 �� ��9Oinﾉ��Wb���

7回生 儘�:�nﾙ[ｨ���几(�｢��� ��Y���ﾈ���ﾈ謦� 
（昭12年） 俚):��儘�:��ｩ�Hﾞﾂ��� ��Y�ｨ皐����ﾔb� 

立花　茂男　l � ��・村井　荘平 ��

斗ケ沢康則 �� 伜)gｸ���(ﾏR���
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氏名 儖Xﾖﾂ� 倩�kﾂ�備考 

15回生 ��h��')$ｨ��(亳�� ��cH���b�※　藤村　　隆 ��

（昭20年） ��h��圷�(諸?��� ��傴｣#yD��｢�渕沢　敬吉 ��

※　寛　　良夫 �?ｩ�Y�X湊YB� �69(h��ｶ�;�� 

※　仙　　　親 �� 凛x扞l騫ﾘ魔� 

宮沢　忠雄 �� ��h�����(����k�� 

※　東根　清好 ��新5回生 俚(�盈�ｩTb� 

岩崎　卓郎 ��（昭28年） 俤x夊��+ﾈｸr� 

16回生 �')nﾈ��{��� ��村井　良和 侈y�X湊��k�ｸ檠+r�

（昭21年） �ﾉ�ｨ��(i�ｨ�ｨﾉｸ蕀����※　吉田　義輝 ��

黄　　伝福 �� ��:���ｩｸ�� 

下山　和夫 �� 俛Y�(����y�� 

※　足沢　省三 �� 傴ﾉ8x�����ﾒ� 

出渕　　肇 ��新6回生 ���68�����2� 

村田　博見 ��（昭29年） �9:�蓼�Wb�日大水泳部 

山本　千里 �� ��Y-���ﾏY�b� 

17匝I生 ��h���Y�ﾙ68諸Wb� ��小森　力行 ��

（昭22年） ��h��ｶy68����ｼB� ��丹内　禅海 ��

※　小笠原昭≡ �� 傲h皐����4�� 

武田　吉次 �� 侏H������ﾉ"� 

青山　五郎 �� �:��ｨ���Wb� 

※　伊藤昭一郎 �� ��(ｭ�����蔗� 

岩根　和夫 侈y�X湊��k�ｸ檠+r�新7回生 ��h��嫌:������ﾒ� 

蝦名　善哉 ��（昭30年） 丶9���u(ﾕ�� 

18回生 ��h���I:�����ｺ�� ��※　長谷川　久 ��

（昭23年） 俚):���險ﾔb� ��※　村井　健祐 ��

佐藤　　義 �� 亳y68������ 

※　高橋　一司 �� 俚):�����福� 

遠畑　藤郎 ��新8回生 ��h��揵nﾈ鮑��ﾔr�法大水泳部 

※　吉田　準－ ��（昭31年） 仞�Y����Wb� 

藤井 �� 佩9:���ﾔ饉b� 

新1回生 ��h���渥ｨ��l餮b� ��c弌��b�磯崎　公一 ��

（昭24年） ��h6隗��兔ｩWｸ�ｩtR� ��傴｣3)D��｢�浦山　光男 ��

沼山　　正 �� ��h��劜ﾋH������ 

新2回生 ��8������ﾄﾒ� ��川遅　利哉 ��

（昭25年） �')nﾈ����Wh�R� ��工藤　強－ ��

※　石沢　義也 �� 亳y68���u�� 

植村　浩介 �� 俑陏����8�� 

小林　安蔵 �� 冏ｸｭH��ﾔｹ&｢� 

斉藤　政光 ��新10匝l 俚):����ｷb� 

杉B　篤生 ��（昭33年） �(i�ｨ��ﾏXｴ�� 

※　細田　勇吉 �� 亳y68���ﾔb� 

舞B　慶文 �� ��h��W亥(��ﾅ�躋� 

村岡　初男 ��斬11回 ��h��揵nﾈ鮑�爾�法大水泳部 

※　山口　安男 ��（昭34年） 佶9[ﾘ����{"� 

新3回生 ��h��ﾛ):�諟6驟�� ��※　横坂　克衛 ��

（昭26年） �9J�����tR� ��吉田　　豪 ��

※　栃沢　正夫 ��新12回 �����i�8��� 

片村　正博 ��（昭35年） ��9nﾈ��ｶy�� 

新4回生 ��h���)YH��ﾆ�｢� ��木村　武司 ��

（昭27年） �H�8���9Oﾂ� ��栗谷川　親 ��

金田一　隆 �� ����ｨ��u8謦� 

葛　　忠一 �� 乂�ｧﾈ��4駭r� 

能谷　敬＝ �� ��ｨ�8��ﾔxﾔ�� 

※　高橋　　毅 �� 伜)gｸ����tR� 

（4 �1） �� 



氏 用

夫

三田地成幸
赤根　邦彦
工藤　好勝

桜井　保典
佐々木英明
佐藤　和彦
高橋　弘文
柳原　宏行
吉田　幸代
今井　　満

浦 ※　菊地　　仁

中 轟 北田　武彦

藤原　光邦 武蔵　恵介

細川　　勝 斉藤　敏和
佐々木俊之小田原良一

川端　一臣 ※　野呂　久生

※　村松　　弘北田　豊年
金田一　巌 池野　清彦

越戸　園雄
佐々木伸郎田中　光明

戸張　芳弘 中村　良宏
Jl旧　実継小野寺康悦

後藤　　尚 谷藤　一之

南黒沢正記※　佐々木嘉市
中沢　正博 吉田　　賽

猿橋　幸一細矢　邦夫
越戸　輝雄 山田　　修

大弓　　功小林真一郎
※　小谷地勇助 小山田　浩

北田　幸治斉藤　　誠

坂東　　亨 ※　谷藤　大二

健 前沢　昭浩
三上　隆生照井　幸司

※　若柳　惣一 宮沢　俊幸
吉田　　稔砂子田　進

遠藤　勝己 長根　誠一

三田地泰司 中村　新司
石川　義勝谷地　喜悦

岩田　正一 佐々木信幸
白石　拓也加藤　光順

※　越戸　雄次
藤村　雅孝※　白土　和男

中村　秋雄 丸山　　豊

有中村　正行
三河　耕≡

～とと
／【コ若柳　愛起

清水　恭一

沼田　正志

郎

原 光

村



氏 円

池野敬太郎
氏家　　理 l村　光

斉藤　雄一 庭　　真

大森　陽一 村谷　成基

村上　知規 條　隼人

斉藤　博樹 淳

三部　　譲

陽

伊藤　　匠

朝岡　将人 田上　　晃

ノロ和彦 久保　真一

畑　紀一 橘　　浩二

本　茂樹 新沼　貴史

岡　　仁 阿部　克彦

望月　靖浩 小田島良知
伊藤　一彦 小田　　学

熊谷　哲也 神　　雅也

篠相　　乗 谷藤光太郎
田村　順 吉田　　崇

赤坂　雅也

金 徹 今松　　鋭

斉藤　孝弘
高橋　典哉

千 民部田　基

松 横田　荘平
士
⊂：⊃ 大森賢太郎
藤村　紀和 小笠原博行
下平　和紀 白木　晃久

高橋健太郎 伊藤　　伸

干葉　憲司 小山田　光

戸津　新路 下館　拓弥

中本　悠々 中原　啓士

藤村誠一郎 野崎　翔太

斉藤　一也 横川（氷見）道義
丹内　宏一 大吹　賢司

若沢　英弓爾 工藤　彰一

篠原　龍博 吉田　　哲

武田　隆寛 泉　　智輝

紀 大志田貴之
倫 太田　敏和

河辺　雄伸
熊谷　喜彦
佐藤　　有

堀欠　　隆

吉田　　央 吉田　武史
桜井　　悠高橋　宏宗
江刺家洋一

及川　裕喜
河辺　大輝
駒木　　彗

司 斉藤　雅和
佐々木　慎菊池　　毅

小野寺真一

高

雅

志
白イ

人

範



氏名 円

中屋敷健太
中山　琢哉
佐野　博之

平

及川　　怜

加藤　康久
佐藤　　圭

高橋　邦明
中下　　学

水野　大介
立花　祐太
中山　博行
七木田寿雄

編集後記

創部90周年を祝う会の開催についての話は、「宴会屋」有志の間で、昨年の秋頃より話題と

なっていた。そこで、この話を具体化するため？大先輩の岩根さんを交えての「忘年会」を開催
し、高所からのご意見を頂戴した。また、この会には、将来を展望し「若い力」にも召集をかけ

、協力を要請した。
「忘年会」では、大柳巴な計画案にとどめ、詳細は年が明けての「新年会」で協議することに

し、1月19日の「新年会」で90周年は5月14日の開催、会場、会費、案内状の発送日、
締切日等を決定した。また、このときには90周年記念誌は大方できあがっており、平成元年
以降の成績の調査・確認を行っている最中であった。
記念誌では「忘れ得ぬ人たち」と題し、桜泳会の物故者にスポットをあて、その方の人柄やら

エピソードを紹介した。これは情報通の万々からいろいろと聴取し、独断と偏見？を交え、まと

めたものである。もう少し多くの万々を紹介したいのだが、紙面の都合で16名のみとなってし
まった。「懐かしのお宝写真」は鈴木健郎先生がキメ細かな字でまとめられていた「わが部の歩
み」の中の写真を掲載したもの。また、わが部の歴史を振り返ってみるとき、岩根さんが保管し
ていた校内誌「石桜」「石桜新聞」のコピー、さらに桜泳会の規約、貫中先生の自筆原稿等が、

鈴木先生の資料とともに大いに役立ったことを申し添えておきたい。
創部90周年を迎えたわが水泳部、現在は部員不足の中で難しい状況にあるが、こんな時こそ

頑張っていただきたい。桜泳会としても全面協力で応援したいと思う。
「若い力」のリーダーのもと、創部100周年に向け、大いに頑張りましょう。

細矢記

（44）
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岩


