
高 27 期 宇野 
プール祭 2015 年 8 月 2３日             

天高プールにおいて、プール祭が開催されま

した。、若手ＯＢ（大学生）も２０名以上参加し

て、ＯＢ・OG 総勢、３７名と家族、４０名を

超える現役水泳部員が、水とたわむれたり、歓

談したり、アトラクションを楽しんだりしまし

た。小学生の子供達も家族参加。親子でプール

の中で、はしゃぎ、楽しい一日を過ごしました。

７８歳から５歳までがプールを囲んで、みんな、

満面の笑顔、夏は水泳が一番です。 
また、現役・若手 OB 諸氏は、躍動感ある泳

ぎを今年も見せてくれました。 

 
アトラクション競技はフリーリレー、借り物

競争、騎馬戦、洗濯機、玉入り、装備泳、西堀

レース、メドレーリレーです。 
洗濯機とはなんのことでしょう。驚きました。 
６０人ぐらいがプールに入り同じ方向に泳ぐ

のです。人力による水流が出来、どんどん速く

なります。プール全体が大きな洗濯機になり、

川のように流れ出します。最高潮に達した時点

で、全員がバタフライを泳ぎ始めました。オー

これは・・・・いるかの群れだ～～。 

 
童心に返りました。 

水泳訓練・プール祭りで皆さんからい

ただいた感想・・・・・・・・・・・・ 
高 65 期 田 拓実 
 2015 年度プール祭 
> 今年度、我々65 期がプール祭を取り仕切る担

当の代となり、自分は知らぬ間に総合司会をす

ることになっていた。思わぬ重責に動揺を禁じ

得なかったが、65 期の仲間たちは辞退を簡単に

許すような連中ではないので、運命を受け入れ

てどううまく総合司会をこなすかに尽力するこ

とにした。 
> しかしそれらの憂慮も杞憂に終わり、

68.69.70 期の現役たちや先輩 OB 方の助力を得

てプール祭自体は今年度も無事終了した。 
> さて毎年行われるプール祭であるが、現役時

代には楽しい競技に興じ、楽しい競技を通じて

OB と現役が交流する行事と認識していたが、

OB になっていざ参加してみると OB 同士の交

流という側面も見受けられた。年に数回ある

OB 含む桃陰水泳会の会合であるが、それでも

参加できる人間と参加できない人間がおり、OB
三年目にして初めて知る大先輩もいらっしゃっ

た。現役の頃とはまた一味違ったプール祭の楽

しみ方を是非とも現在の現役たちにも OB とな

って参加し、体験していただきたい。 
 
高 65 期 中村祐輔 

去年に引き続き参加させていただきました。

今年は天気も良く絶好のプール祭り日和となり、

私も久しぶりにプールで泳がせていただきまし

た。今年のプール祭りは私たち 65 期が運営さ

せていただきました。拙い運営ではありました

が、最後まで無事に終わらせることができ、よ

かったと思います。 
>  今回ひとつ感じたこととしては、若手の OB
の参加率が低いということです。私たちのよう

な若い世代がもっとたくさん参加し、盛り上げ

ていくことが必要だと感じました。 
>  OB・OG さんと現役生が交流を持つことが

できるこのようなイベントはとても貴重であり、 
これからもこのような機会が途絶えることなく

続くことを願います。また来年も参加させてい

ただきます！ 



 

 
高 69 期 田代 隼大 

夕日戦の後の激励会や、プール祭りで OB、

OG さんのお話を聞くたびに天高水泳部の伝統

の長さを感じます。この長い、そして素晴らし

い伝統を継承し、水泳部のさらなる発展に貢献

できればいいなあと思いました。僕はあと一年

もしないうちに水泳部を引退しますが、引退し、

卒業した後も、僕が先輩方にお世話になった分、

恩返しが出来ればいいなと思います。 
 
高 69 期 阪本 紗耶 
 一年生の水泳訓練、昨年引き続き今年のプー

ル祭りでは本当にお世話になりました。天高水

泳部は縦のつながりが強く意識され、伝統や歴

史に誇りをもてる部活だと思っています。OB
さん・OG さんのお話を聞き、この伝統は引き

継いでいくべきだと思いました。現役生として

はあと 1 年もないですがこれからもよろしくお

願いします。ありがとうございました。 
 
 
高 70 期 大山 凌太郎 
 はじめてのプール祭りで、たくさんの OB さ

ん OG さんの方々と交流でき、とても充実した

１日でした。６０年くらい前に国体に出場され

ていた方から、僕たちの 5, 6 年ほど上の方ま

で、たくさんの方の話を聞くことができ、改め

て天王寺高校・桃陰水泳クラブの伝統が感じら

れました。特に幹事をして頂いた６５期のかた

がたとは、午前中の準備なども一緒にでき、普

段かかわりのない年の方との交流が楽しめて、

よかったです。来年もまたよろしくお願いしま

す。 

 
 
高 70 期 男子 

僕がプール祭りのよかったと思う点は現役と

OB・OG さん共に楽しんで行うことができたと

ころだと思います。 
昔からある行事ということで、たくさんの

OB,OG さんが来てくださり、また、準備につ

いて僕たちに指示を出し協力してくださった、 
６５期の皆さんありがとうございました。この

行事がこれ以降も続いていけばいいなと思いま

す。 
 
 
高 70 期 女子 

初めてのプール祭りは、とても楽しかったで

す。OB さん,OG さんとも交流できてよかった

です。特に幹事である 65 期生の方々には、何

もわからない私たちに、一から教えていただき

ました。 
また、今年度の水泳訓練は、たくさんの OB

さん OG さん方に盛り上げていただきました。 
前日までの台風で、どうなるかと思いましたが

見事晴れて楽しい 2 泊 3 日でした。 
 
 
高 70 期  中野 響 
 水泳訓練での三日間、OB,OG さんたちには

本当にお世話になりました。水泳の指導はもち

ろんですが、夜のレクリェーションで盛り上げ

ていただいたり、その他準備を自分たちの見て

いない時に、していただいたりして、とても充

実した 3 日間にすることができました。自分た

ちもこの経験を忘れず、引退してから、また、

この行事に参加できるように立派な先輩になり

たいと思います。初めてのプール祭りでは、65
期の先輩方や卒業生の方たちと交流する機会を

持つことができ、現役として、一緒に活動でき

なかった方たちとも楽しむことができました。 
まだまだ未熟な僕たちに丁寧に指示を出してく

ださった 65 期の方たちには本当に感謝してい

ます。 
 僕はこれらの行事を通じて、天王寺高校水泳



部の伝統やつながりを改めて感じることができ

ました。これからも毎日の部活動だけでなく、

このような伝統的な行事も大切にして水泳部の

一員として努力していきたいと思います。 
本当にありがとうございました。 
 
 
高 70 期 岡田 慎平 
 天王寺高校水泳部に入れてうれしいことは伝

統が長いことです。夕日戦、三高戦、プール祭

りなどの様々な行事があるのもそれゆえだと思

います。また、歴史が長いので OB さんや OG
さんが多く、色んなことをやらしてもらえてと

てもめぐまれているなと思います。僕も OB に

なったら貢献したいと思いました。ありがとう

ございました。 
 
 
高 69 期 阪上 咲織 
 天高水泳部は激励会、水泳訓練、プール祭り

など OB,OG さんと交流する機会が多く、本当

に伝統の長い部活だと思います。また、貴重な

お話を聞き、いろいろなことを教えていただい

て、OB,OG さんにはとても感謝しています。

これからもよろしくお願いします。 
 
 
高 69 期 男子 西内 誠 
 天王寺高校水泳部に入部して、もう一年半が

経ちました。普段の部活の中で、様々な先輩に

出会い、良い先輩を持つことができていると実

感することが多々あり、とても充実したクラブ

生活を送らせていただいています。 
 現役激励会や、プール祭りなど、OB,OG さ

んと交流できる機会を通じて、やはり感じるの

は「つながり」です。 
 歴史のあるこの水泳部は OB さん OG さんの

協力があってこその物であると思うし、自分も

その中の一員であるということを身にしみて感

じます。この「つながり」は決して絶ってはな

らない物であり、自分が引退してからも、しっ

かりと引き継いでいかなければならないと思い

ます。また、「横のつながり」も大切にしたいで

す。 
同期の仲間たちは引退して何十年経ってもつな

がっていられる仲間だと思います。今この時間

を大切にして、同期の思い出をたくさん作りた

いです。これからも、日々の部活動を大切にし、

「つながり」を意識しつつ、部活に励みたいと

思います。ありがとうございました。 
 
高 69 期 女子 

昨年同様、今年のプール祭りも OB,OG さん

方のおかげで大いに楽しむことができました。

OB,OG さん方を見て、69 期もお互いに協力し

ていかなければいけないと思いました。私たち

が OB,OG になったときにも、先輩方がしてく

ださったように後輩たちの面倒をしっかりみて

水泳部の歴史を受け継いでいきたいです。  
 
 
 
 
 
 


