
向井流東京上野門下連絡会

〈指導教本〉
は じ め に

平成29年（2017）第65回日本泳法研究会「課題：向井流」において私達は、師上野

徳太郎の教えを文字と実技で発表することができました。そして、今ここで日本泳法

を文化として捉え直し、改めて向井流に向き合ってみると、同じ向井流でも、東京の

地で馴染み醸成してきたものと伝承者によって変化してきた歴史があると、はっきり

感じます。同時に、その本質と特異性を正しく理解し、伝承して行かなければならな

いという事実にも突き当ります。

師上野徳太郎は、本人独自の向井流を述べ伝えています。師の周辺に関わる向井流

泳者の人々のことのみでなく、その師匠にあたる方々の游ぎに対する想いや向井流の

長い歴史を手繰り寄せながら、時間が経過しても変わることのない真髄を着実に伝え

て行きたいと考えました。この教本は、その手段の一つとして、製作を企画し作成し

たものです。

研究会での発表という一つの大きな山を越えることができましたが、その勢いに乗

じて教本が作成できたことは、後進への責任の一端を少しは果たせたかと思っていま

す。人から人へと想いを受け伝えることは、簡単そうで難しいことです。この教本

が、今後の©向井流東京上野門下¬の伝承と継承に生きることを心から願っています。

―凡 例―

① 人名に関しては原則敬称を略して、姓名を記しています

② 元号年次の表記においては、原則（西暦）を付しています

③ 難字、固有名詞においては、必要に応じてルビを付しています

④ 引用文は、太字のゴシック体文字を原則用いています

⑤ 引用文中のルビにおいて「ママ」は、原文のままを示しています

⑥ 引用文における旧漢字、旧仮名遣いは、原文の雰囲気をそこねない範囲で当用漢字、現代仮名

に変換して表記しています

⑦ 引用文中の年次表記が漢数字の場合、その表示に従っています

⑧ 引用文中の「…」は、文の省略を表しています

⑨ 文中における『 』は、書籍・資料の表紙タイトルを示しています

⑩ 冊子内タイトルや新聞見出しは、「 」で示しています

⑪ 註釈（註 − ）は、各節ごとに文末に列記しています

⑫ 図・写真などは、節ごとで記号表示とタイトル（写真 ― ．タイトル）で示しています

⑬ 第１章〜第４章は、第65回日本泳法研究会資料『向井流』掲載文に再校正及び修正加筆の上、

転載したものです



第１章 師上野徳太郎について

第１節 上野徳太郎と向井流及び日本泳法との関わり ３−13頁

第２節 伝 上野徳太郎 13−35頁

第３節 水泳等に関する業績について 35−49頁

［結 語］ 50−51頁

付録 【上野徳太郎 略年譜】 52−54頁

東京における向井流泳法の継承組織として、現在5向井流東京連絡会8が存在して

います。

この組織は、上野徳太郎から向井流泳法の伝承を受けた５団体（向井流水法道場、

雪ヶ谷スポーツクラブ、向井流水法研修会世田谷、向井流錦会、向井流水法研究会）

から成り立っています。

この５団体では、上野徳太郎が自ら修練し習得した向井流泳法を、教義の根幹とし

て伝え広める活動をしています。

つまり、向井流東京連絡会は、上野徳太郎の存在なくして存立が語れません。

上野徳太郎の向井流泳法は、明治４年（1871）の廃藩置県後に佐倉藩士笹沼勝用が

東京に出て水泳の道場を始めて以来、東京で明治・大正・昭和・平成の現在まで伝播・

継承されてきた向井流の流れを汲むものです。

東京における向井流の流れは、隅田川に発していろいろな変遷も経ながら現在に

至っています。

上野徳太郎自身の向井流泳法との関わりは、父親の柔道家上野八十吉（号 光齋、

通名 正幸）と縁があった柔術兼水術の指導者に師事した事から始まっています。こ

の柔術兼水術の指導者との接点では、笹沼勝用の弟子大竹森吉、その弟子深井子之吉

等がいました。向井流泳法との関わりの中では笹沼勝用の後継者鈴木正家との接点も

見られました。

この接点が、上野父子と向井流との深い関係へと展開していったと考えています。

上野徳太郎自ら向井流泳法の継承を披露したことは戦前からありましたが、現在判

明している範囲では向井流泳法を指導し伝承したのは戦後の活動においてでした。

上野徳太郎は、戦後の日本水泳連盟の水泳普及、及び指導者養成において中心的役

割を果たしてきた人物の一人でもありました。とりわけ日本泳法の普及に力を注ぎ、

向井流への思い入れも強かったことが、活動の中から窺い知る事ができます。

第１章 師上野徳太郎について

2



なお、『上野徳太郎先生を偲んで―師上野徳太郎没後20年記念誌―』（師上野徳太郎没

後20年記念事業実施委員会編・発行、2011）の第１章・第２章（１頁〜35頁）を基と

して、本章は新たに手を加えたものです。

第１節 上野徳太郎と向井流及び日本泳法との関わり

１．向井流との関わり

１）向井流との出会いと習得

（１）初めての先生 深井子之吉

上野徳太郎と向井流の出会いは、柔術家であった父親の八十吉が大きく関与してい

ます。

昭和30年（1955）４月に刊行された機関誌『会報』（創刊号、水泳研修会、非売品）

掲載の上野徳太郎の寄稿文「創刊号に寄せる」に、

父の指図に従って、泳げても泳げなくても、私は数え歳七つの夏から大川――東京で大川と

云うと隅田川を指す――の水練場に通わされてから、もう四十年以上も水につかっているの

だから、考えてみると泳ぎとの因縁は、浅くないものがある。（１頁）

と、その泳ぎ初めと継続してきたことが記述されています。

その時、最初に習った人物については、『踏水会八十年史』（財団法人 京都踏水会、

1975）への上野徳太郎寄稿文「武徳会 最初の先生」に、

私が満六才のときから柔術と水術（笹沼流。先生は深井子之吉−楊心流柔術も）をやらされ

た …（36頁）

と記述されています。

深井子之吉は、大竹森吉の弟子であることから、当然、向井流（笹沼流）の泳法を

習ったと言えるでしょう。

また、『学校体育』31年８月号（日本体育社、1956）「私のスポーツ歴」には、

柔道と水泳のためか、十歳の頃から身体が丈夫になり、 … （25頁）

とあり、小学生時代は深井子之吉の水泳場に毎年通っていたのではと推測していま

す。

上野徳太郎が、向井流の修練を積んだことを示す表現は、昭和18年（1943）『日本の

水術』（晴南社発行）に、

向井流は私の修めている游泳術の流派であります … （52頁）

が初見です。ただ、「著者略歴」では何も触れられていませんでした。

この著書の翌年、昭和19年（1944）に発行された『男子体力章検定の鍛錬』（晴南社
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発行）には、「著者略歴…向井流水泳術を極め」（奥付）と、初めて向井流を極めたという

表現を使っています。

これらから判断すると、深井子之吉に学んで以来、向井流（笹沼流）の泳法に特別

の意識を持ちながら泳ぎを継続してきたと考えられます。

（２）鈴木正家からの見聞

上野家に鈴木正家が晩年寄寓して、同家で最期を迎えたことなどは後述第３章第１

節「２．鈴木正家」・「５．上野正幸」の中でも触れますが、昭和43年（1968）７月発

行『新体育』38巻７号に掲載された上野徳太郎著「生きている歴史 向井流水法とい

うもの」の中で、鈴木正家との関係について、

13代の鈴木正家師は、その晩年において私が水泳を教わった先生である。（65頁）

と述べています。

同じく昭和43年（1968）１月１日発行『水魚』第４・５合併号に寄稿した上野徳太

郎著「向井流平水について」では、

私が直接伝授をうけた第十三代鈴木正家師は、ゆるやかな踏足とともにこの上体前かがみの

姿勢を美しくおおらかに示されていた。 … （38頁）

と鈴木正家より向井流泳法を直接指導されたことを示しています。

鈴木正家より直接指導を受けたことを具体的に示した記述があります。

昭和45年（1970）発行の『水魚』第７号（向井流水法岩本会・小樽水泳指導者連盟）

に掲載された村田一夫「水に問う」において、昭和34年（1959）の第４回日本泳法大

会の研修会の際に著者が上野徳太郎の「平水」について質問をした折の話の中で記述

されています。

愚問 ところで、平水について多年にわたって、頭の中を去らない疑問がある。もう二十年

にもなる。それは平水の原型。基本は両扇り足でなかろうかということである。 … 昭

和二十八年の文部省主催の全国水泳指導者の折、上野徳太郎先生の左右交互の踏み込み足、

即ち両扇り足による平水を拝見してその感を強めた。 … 第四回日本泳法大会の研修会の

折にも先生は平水をされた。 … このことについてお尋ねしたら「半身に構えるのは応用

動作で、わたしの平水は基本形です。わたしは、鈴木正家先生からこのように習いました」

と明言された。（67頁、下線加筆）

前後の内容説明のため引用文が長くなりましたが、間違いなくこのように述べられ

たことがあったのでした。
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また、上野徳太郎の直筆で、大正３年（1914）に鈴木正家より向井流を学んだ旨の

記述があることを聴いています。

上野徳太郎が、鈴木正家から直接に水の中で泳法の指導を受けたのか、向井流に関

わることの知識について教導をどこまで受けたのかは詳細まで知る由がありません

が、推測では上野徳太郎が12歳の頃であり学習経験としては、論理を理解して後年に

生かすことが十分可能な年齢であったと考えています。寄寓していた人物が水泳の大

家で、その家の子供がその人と同門流派の泳法を幼少期に学んでいたという環境条件

を考えた場合、接点が生まれ指導も受けた事は当然の道理と言えることでしょう。

さらに、『日本の水術』（前出）には、

第十三世師範の鈴木正家先生は佐倉藩士で、槍術の大家であったことを私は先生の口から直

接聴いたことを覚えています。（70-71頁、下線加筆）

と述べています。

戦前において、鈴木正家が佐倉藩士であったことは知られていたようですが、槍術

に長けていたことはこの記述以外に見あたらず、知られていなかったようです。上野

徳太郎のこの記述は、後年の聞き覚えの範囲に入ったとしても、明らかに鈴木正家と

の深い接点と水泳に限らない情報伝達があったことを物語っています。

２．向井流泳法の実技公開

１）戦前

上野徳太郎が、向井流についての薫陶を幼少の頃から受けてきたことは疑う余地が

なく、おそらく日常的な周囲の中でも向井流（笹沼流）関係者が自宅に居たことで直

接的な指導のみならず見聞を深めてきた事は前述の通りです。

上野徳太郎が、修得してきた向井流泳法を公に披露した記録は、昭和15年（1940）

における＜紀元二千六百年奉祝 第十一回明治神宮国民体育大会＞が、初見です。

昭和15年９月21日〜23日、明治神宮外苑水泳場で＜紀元二千六百年奉祝 第十一回

明治神宮国民体育大会 夏季大会水上競技之部＞が厚生省主催、日本水上競技連盟主

管において開催されました。その中では、©奉納日本泳法演技¬も実施されました。そ

の最終日、９月23日の各流演技においては、小池流、向井流、神伝流の演技が公開さ

れました。この向井流の演技者として上野徳太郎、山本次郎、並木忠太郎の名前が記

載されていました。当時の記述によると、上野徳太郎の演技は「平泳」・「邯鄲」・「水

車」 山本次郎は「大抜手」・「平水」・「跛抜手」、並木忠太郎は「肩指」を演じました。

また、泳者としてだけでなく、同大会の厚生省編集・発行『紀元二千六百年奉祝 第

十一回明治神宮国民体育大会報告書』（昭和16年３月25日発行）には、水上競技部の委
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員の中にも上野徳太郎の名前が初めて出てきます。（75頁）

この上野徳太郎の向井流泳法の公開は、当時の日本水上競技連盟と日本游泳連

盟註1―1との力関係が背景にあったことが考えられます。

それぞれの組織の成立等については省略しますが、昭和６年（1931）頃から両連盟

は相互の力関係を巡って対立関係が明らかとなってきました。

この対立は、具体的な対立点として明治神宮体育大会（昭和14年（1939）より5明

治神宮国民体育大会8）の運営や日本泳法流派の泳法公開となって現れました。結果

として、同大会の運営や日本泳法の公開には、昭和８年（1933）の第７回大会より日

本水上競技連盟だけで行う事になったのでした。

尚、〈紀元二千六百年奉祝 第十一回明治神宮国民体育大会〉での日本泳法演技で

は、日本水上競技連盟の役員が中心となって公開し、補えない部分（流派や泳法）を

日本游泳連盟加盟の泳者が行ったことが、上記の日本水上競技連盟機関誌『水泳』（７

-13頁）に掲載されていました。

上野徳太郎には、昭和６年（1931）頃から日本水上競技連盟との関わりを深めて

いった事実があります。

明らかな処では、先ず昭和６年（1931）７月５日発行の『水上競技規則 昭和六年

改正』（日本水上競技連盟編、三省堂）に、同連盟の「編輯委員」（117頁）に氏名が見

られます。

昭和７年（1932）７月５日発刊の日本水上競技連盟編『水泳指導要項』（目黒書店）

の２頁に、日本水上競技連盟標準泳法委員が９人記載されていますが、この中には上

野徳太郎の名前はありませんでした。しかし、同書の昭和８年（1933）７月１日発行

には同委員が17人となり、そこに上野徳太郎の名前が入っています。

昭和12年（1937）５月30日発行の『水泳年鑑 昭和十二年』（日本水上競技連盟編・

発行（1937）の「連盟役員」の中の「記録委員」（24頁）として、名前があります。

さらに、昭和16年（1941）６月10日発行の『水泳年鑑 昭和十六年』（日本水上競技

連盟編・発行）には連盟役員の「指導者及委員」の中の「泳法委員」と「水泳史研究

会」（56頁）の一員として名前がありました。

これらから、上野徳太郎は、日本水上競技連盟側の役員としての立場を獲得したこ

とが明らかです。

２）戦後

『水連四十年史』（日本水泳連盟、1969）に拠ると、終戦直後の昭和20年（1945）10

月31日に5日本水泳連盟8が発足しましたが、翌昭和21年（1946）１月に組織内の改
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変にともなって新たに理事の選出が行われ、この時上野徳太郎は日本水泳連盟常務理

事となっています。なお、昭和32年（1957）まで常務理事であった事が確認できてい

ます註1−2。昭和25年（1950）８月、第３回日米対抗水泳競技大会（第１回・第２回は

戦前）のエキジビションで「邯鄲」・「水車」を泳いでいます。

当時日本は米国占領中で、占領下の神宮プールにおいての開催でした。

この後における上野徳太郎による演技披露は、度々行われています。

昭和30年（1955）６月１日には、明治神宮プール開きにおいて向井流「諸抜手」を

披露しています。

写真１−１ 明治神宮プール開き「諸抜手」

昭和31年（1956）第１回日本泳法大会、昭和32年（1957）第２回日本泳法大会、昭

和33年（1958）第３回日本泳法大会において模範演技で向井流を泳いでいます。

昭和34年（1959）第４回日本泳法大会においては向井流「平水」を披露しています。

昭和37年（1962）第11回日本泳法研究会（湯河原）では、向井流の発表をしていま

す。

昭和39年（1964）10月10日より、第18回オリンピック東京大会が開催されました。

プログラムに拠りますと、10月15日午後２時〜４時に「オリンピック東京大会記念

日本泳法演示会」が芝ゴルフプールで行われ、各流派が日本泳法を披露しています。

向井流からは、上野徳太郎、松本貞子
ていこ

、村田信夫、浜田均二が参加しています。

この時の写真から、上野徳太郎が抜手をダイナミックに泳ぐ様子が窺われます。
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写真１−４ 抜手写真１−３ 役員依頼状写真１−２ 演示会プロ

グラム

３．向井流泳法の指導

１）水泳指導の中で

現在判明している範囲において、上野徳太郎が、戦前において向井流の泳法を公に

指導したことは確認できていません。

戦後になっては、明らかに向井流の指導をしたことが分かっています。

上野徳太郎が、向井流の泳法を示範したり、個人的な手ほどきをしたことは、先に

述べた明治神宮国民体育大会の公開演技以降、幾度かあったことでしょう。

また、上野徳太郎の向井流の指導に関する実績については、昭和34年（1959）に東

京体育館主催事業の水泳指導の中で、向井流泳法を指導したことを公の場での向井流

指導の嚆矢と捉えています。が、戦後の水泳関係では多面的な活躍をした実績から、

戦後間もない頃より公の場でも向井流泳法を指導する機会があったのではないかと推

測されます。

戦前・戦後を通じて、上野徳太郎は日本泳法流派の泳ぎを目の当たりにしてきてい

ます。特に戦後は、昭和31年（1956）より開催された第１回日本泳法大会から資格審

査委員主座として活躍し、昭和52年の第21回大会までその責務を果たしています。つ

まり、日本泳法流派全体を見直しながら、向井流を捉え直すことが可能な立場にあり

ました。

また、向井流泳法を東京で伝承して、後継者を育成したことは、向井流泳法の普及・

存続の上で大きな功績でした。

さらに、日本泳法の世界にあって伝承泳法の普及発展に寄与したことも、向井流泳

法を大切にしてきた姿勢として評価すべき貢献であったと思われます。
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写真１−５ 日本泳法大会役員時代、隣席は故江口善文

２）団体への指導及び日本泳法指導の傍ら

上野徳太郎による向井流泳法の指導は徐々に広がりを持ち、現在も東京において、

その師の指導を受け継いでいる団体が5向井流東京8であり、発展したのが5向井流

東京連絡会8なのです。

昭和34年（1959）４月 東京体育館の主催事業で水泳講習会が開催されました。上

野徳太郎も講師として指導しています。

当時の講習生だった松本貞子の手記には、週２回の講習会を８年間受講したことが

記録されています。また、その間に、街
つじ

いち子等が上野徳太郎から向井流泳法の手ほ

どきを受けたこと、同じく講習後に座学で指導を受けたことが記録されていました。

その後の主だった活動として、以下のようなことを挙げることができます。

昭和47年（1972）日本で最初の会員制クラブ「東京アスレチッククラブ」（略称：

タック）にて、日本泳法の指導顧問に就任します。

東京アスレチッククラブの顧問となった上野徳太郎は、女性コースの指導員であっ

た載間
としま

文
ふみ

、畑山 泰子に日本泳法を指導しています。

同年、品川区荏原文化センタープールで誕生した婦人水泳クラブ「若鮎会」では、

講師を務めて、初心者の競泳クラスを担当し、向井流の泳ぎも披露しています。

後、同会の常任講師となり日本泳法の指導にも力を入れ始めました。

昭和48年（1973）一般水泳指導員資格を有する人を対象にした講習・指導が行われ

「土曜会」が中野サンプラザにおいて発足します。

「土曜会」では、一般水泳指導員資格取得者約25人に向井流を指導しています。

同年、高田馬場ビッグボックス内に松本貞子が「向井流水法道場」を創設し、上野

徳太郎の指導の元で、本格的な向井流泳法の稽古がここのプールを中心に行われるよ

うになりました。

夏の日本泳法大会への出場時などでは、上野徳太郎に師事を受けた門弟が集って、
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全体稽古が実施されました。

写真１−６ ビッグボックス前にて 写真１−７ 同プール 本部会員有資格者と

昭和49年（1974）国立西が丘競技場プールにおいて開催された日本水泳連盟普及委

員会主催「日本泳法研究会・研修会」では、牧野豊一郎、宮畑虎彦と共に、講師を務

めています。

この研究会・研修会は、月に一度のペースで夜間に１回２時間の指導内容で開催さ

れました。この講習では、流派に拘ること無く「一重伸」・「小抜手」・「潜行」・「浮身」

などの練習も行われました。

同年７月、練馬区のプール開きに於いて日本泳法の解説をしています。

同年10月、中野区立第九中学校の温水プールで、向井流の有資格者ほぼ全員に向井

流を指導しています。高田馬場ビッグボックス内の「潮
うしお

会
かい

」（代表；載間 文）にお

いても日本泳法向井流を指導しています。

昭和50年（1975）、中野サンプラザプールと東京体育館を併用している「千尋
ちひろ

会
かい

」（代

表；戸津寛子）でも向井流を指導するようになりました。

昭和51年（1976）、泳法大会などの効果から、徐々に日本泳法を泳ぎたいと希望する

人が増えはじめ、教室は年々大きくなっていきました（総勢50名）。

この高田馬場ビッグボックスでは、水練証（現、練士）資格取得者が増えたために

昭和51年（1976）８月１日付で、「向井流水法道場」を「向井流水法道場本部会」（日

本泳法水練証受賞者13名）と呼称を改め新たに会則を制定し、会長に上野徳太郎がな

りました。副会長には、江口善文が就任しています。

昭和52年（1977）１月より、品川区荏原文化センターの「若鮎会」の中の競泳クラ

スで日本泳法が導入され、上野徳太郎が指導をしました。

昭和53年（1978）３月、第27回日本泳法研究会で上野徳太郎が中心になって向井流

の発表をしました。
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昭和54年（1979）、載間 文が「雪ヶ谷スポーツクラブ」を設立し、同時に「潮会」

を吸収しました。上野徳太郎は、この「雪ヶ谷スポーツクラブ」の顧問となり向井流

の指導を行っています。

昭和55年（1980）９月上野徳太郎は、水法道場の指導を後進に委ね、会長職を勇退

しました。同年11月師の勇退に伴って、松本貞子が水法道場本部会の指導を引き継ぎ

ました。その後、同63年（1988）松本貞子引退により有元貞子が水法道場本部会（女

子部）の代表者となり、今日では団体間の組織合併により途絶えた状態のままとなっ

ています。

４．向井流の伝承

１）向井流と日本泳法についての解釈

上野徳太郎が伝承する向井流泳法については、「生きている歴史 向井流水法とい

うもの」（前出）において次のような文章があります。

「秘伝書」にあげられている泳法と飛込法とは右のごとくであるが、その後いつの時代から

か――おそらくは明治時代にはいって――つぎのような泳法が向井流の泳ぎにもはいってき

ている。一、平掻（ひらかき） 一、平伸（ひらのし） 一、一重伸（ひと
マ

の
マ

し） 一、片抜

手（かたぬきで） 一、抜手伸（ぬきでのし） 一、小抜手（こぬきで） 一、水車（すいしゃ）

一、邯鄲（かんたん） 日本泳法の各流派を通じていえることかもしれないが、旧時において

数えられたおのおの泳法が時代の進展とともに、工夫改良され、また新奇の思いが重ねられ

て、泳ぎ方の技巧が変えられたり、新しいものが自然に加えられるということは有り得るこ

とである。向井流においてもいつとはなしにこの道を歩んだのである。 （66-67頁）

この文中では、今日伝承されている向井流泳法の中に、『向井流水法秘伝書 完』で

取り上げられていない泳法が時代を経て、継承が進展する中で混入してきたことを指

摘しています。

この指摘の言葉は、上野徳太郎が伝承を受けた人々から学んだ向井流の泳法を指し

ているとも考えられます。

同時に、混入したとして記述された泳法については、上野徳太郎が自ら考案した

「抜手
ぬきで

伸
のし

」や他流から採り入れた「平伸」・「一重伸」・「片抜手」・「小抜手」があり、「平

掻」・「水車」・「邯鄲」は向井流泳者による創意工夫から生まれた泳法であると向井流

東京では捉えています。

これらは、現在も向井流の泳法を伝承する範囲において、向井流東京のそれぞれの
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団体内で採り入れて泳がれてきた経緯があります。

歴史的経過の中では、時代や社会に応じて、必要な泳法を採り入れ、創意工夫から

応用技が出現してきたのは向井流に限ったことではなかったことですが、それは受け

入れるべき経過としながら、向井流東京では現時点での解釈を模索しながら引き継い

できています。

振り返れば、上野徳太郎が学んだ向井流泳法は、笹沼勝用そのものでも鈴木正家そ

のものでもなく、鈴木正家に聞いたことや深井子之吉より学んだ泳法技術、他に伝書

や東京の向井流泳者の泳ぎなどを肌で感じ取りながら修得してきた泳法と言っても良

いのかも知れません。

上野徳太郎は、単に向井流に留まらない日本泳法全体に向けて発展的に捉えた視点

と思考も持ち合わせていました。

この視点から、上野徳太郎の論述として最初に述べたのが『体育日本』第21巻第７

号（大日本体育会、1943）に掲載された「游泳と武道」でした。

論述内容は、タイトルに示された游泳が武道において如何に重要であるのかという

ことを神伝流、小堀流、向井流、水府流、観海流の伝書や教えなどを引用しながら説

いています。文末に、

游泳と武道。これは全く不即不離のものである。武人にして游泳の会得なくしては、… 絶

対的弱味があるものと思われる。游泳は科学であって、泳ぎを知らない者は精神力だけでは

絶対泳げないものである。大和魂だけでは水を征服して陸にいるごとく振舞うことは出来な

いのである。実践的武道に邁進しようとするものは、なに人も一方に於ては必ず游泳を修め

なくてはならない。 （37-39頁）

と力説しています。

おそらく、当時、自身の中で軍事的な実践と日本泳法流派についての関心が高まり、

徐々に探求を進めて来ていたのでしょう。

そして、その延長で著書となったのが、昭和18年（1943）発行の上野徳太郎著『日

本の水術』（前出）でした。

その、「自序」には、執筆理由を次のように述べています。

私がこの本を書きました理由は、世界無比の日本水術について、まだ一般に知られていない

一面を述べ皇国日本に潜むあくなき強さを知って貰いたいためであります。 … 斯道につ

いて浅学非才の私は、この一本を恐る恐る世に出します。それは、先人の意図を誤って解釈

したものがないとは断言出来ないからであります。しかし自分はあくまでも真面目に視たつ

もりでありますから、事実の底を流れる、日本の伝統と先人の精神とを、汲んで戴きたいと
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思っております。（無頁）

発刊当時は戦時中にあって、実践的泳法の重要性が意識されたことが反映されたも

ので、現在から見れば些か気負いが窺えます。しかし、本文では当時上野徳太郎が見

聞きした日本泳法の諸情報と流派の伝書の内容紹介を引き合いに、実践的泳法の解釈

や伝統について述べ、向井流に関しての独自の見解なども含めた持論を述べていま

す。見解においては、日本泳法の中に見られる実践性を強調する取り上げ方をしてい

ます。

その延長線上として、戦後深まった日本泳法との関わりから、その見聞を論述とし

て学会発表もしています。

それは『武道学研究』（第３巻第１号、日本武道学会発行、1970）に見られる「古流

水泳にみる実戦的用意」（46頁）の発表です。

論述においては、日本泳法の実践的側面を４つに分類した見解（①実践性・②実践

の応用・③泳力増強用具・④泳ぎと係わる軍事用具の考案）を述べています。

向井流に留まらない日本泳法への想いが伝わってきます。

【註 釈】

註1−1 機関誌『水泳』第76号、日本水上競技連盟発行、1941、12頁

註1−2 中森一郎著「5日本游泳連盟8の組織と活動」、『大谷大学研究年報』第58集、2006、参照

第２節 伝 上野徳太郎

本節では、上野徳太郎と向井流・水泳・業績と進めてきたことを踏まえながら、そ

の人物像に迫ることを生い立ち・身体能力・他者評価（エピソード）などから見直し、

師からの伝承を顧みる手がかりを探ってみました。

１．生い立ちから生涯について

１）生誕

師上野徳太郎は明治35年（1902）１月７日、父八十吉（明治13年９月５日生）、母よ

ね（明治17年11月30日生）の長男として東京市下谷区根岸57（現在は東京都台東区）

に生まれました。弟と妹の三人兄弟で、父親の八十吉は練武館（柔道・水泳〈夏季の

み〉）を経営し、骨接ぎ整復師を生業にしていました。
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２）幼年から青年時代

幼少の頃の一面として、『学校体育』31年８月号（日本体育社、1956）に掲載された

「私のスポーツ歴」（以下、「スポーツ歴」と略す）に、

父の上野正幸が、柔道の専門家（教士、戸塚派楊心流）だったので、私は数え歳七つ（一九〇

八年）のときから、柔道――古流派だから、もちろん柔道
ママ

というのが正しい――と、水泳を習

わされた。袖が肘までしかない柔道衣、膝までの下ばきで、柔道は自宅の道場で、水泳は、東

京でいう大川、つまり隅田川で、場所は浅草（いまの台東区）の今戸河岸に通った。水練場

は、向井流の流れである笹沼流であった。（25頁）

との記述があります。

柔術と水泳を満６才から学んだことは、本章第１節１．１）で取り上げた『踏水会

八十年史』（（財）京都踏水会、1975）の寄稿文にも記述されていました。

「数え歳七つ」で水泳を学んだことについて、上記と同じく１．１）で取り上げた

『会報』創刊号（水泳研修会、1955）にも記述されていましたが、この記述にはこの幼

少期の水練場通いが後々まで因縁となったとの表現で述べられていました。

少年時代は、父八十吉の指導を受けながら、戸塚派楊心流柔術の修練をする傍ら、

笹沼流及び向井流の泳法も熱心に行っていたことが窺えます。

柔術と水泳を学びはじめたのは、いずれも明治41年（1908）のことでした。

同時に、『新体育』第36巻９号（新体育社、1966）に掲載された「幼き日の思い出」

（以下、「幼き日の思い出」と略す）の小学校時代を述べた箇所では、「チビッ子の競争

秘話」の小見出しで運動会の思い出を語っていますが、

運動会はいつも校内で開かれていた。子どもごころにも、このようなことが、なんとなく心

ゆたかに思われてしかたがなかった。（90頁）

と、小学校時代から運動好きであったことを匂わせてくれます。

３）順天中学時代

中学生の頃の、運動に対する興味が実戦となり熱中していったことが、いくつかの

文章から感じ取ることができます。

小学校時代から運動好きであったことが中学に入学しても継続していたことが「幼

き日の思い出」の中学時代を語った中に、

神田の猿楽町という東京の商業地の真ン中に在った私立順天中学校が、私の母校であるが、

運動会とか体育祭（こういう名称と行事は後代の産物である）とかいうものは、ついぞ行な

われなかった。それゆえスポーツ（この言葉も後代の産物）好きのわれら若人たちは、それ

ぞれ同志の人々を集めて私的に野球、陸上競技などを、運動場をあちらこちらと求めて行
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なったにすぎなかった。 … なんでもかんでもいいから、やたらむしょうに走り廻りたく

てしょうがなかったのである。（91-92頁）

と述べています。

その延長として「スポーツ歴」（25頁）に拠ると、順天中学時代の大正６年（1917）

に芝浦で行われた第３回極東大会に刺激され、陸上競技に興味を持ったとあり、翌年

には中学生競技にスパイク靴で参加して走ったが、予選で負けたこと、しかし無上に

嬉しかったと記しています。さらに、

中学４年のとき体育協会主催の大正７年の２月17日東京帝大―板橋町間の10哩短縮マラソン

に参加したのが陸上競技に正式に手をつけた初めである。（25頁）

と、本格的（正式）な競技会参加への意識が生まれたのが中学４年の時からのようで

す。

ここに至るまでの中学生時代の運動場状況や競技参加への気構えについては、次の

２件の回想記述に見ることができます。

①この一文を記すために、私は昭和48年１月11日の午後、久しぶりに東京本郷に在る帝大（東

京大学）運動場を訪れた。（略）帝大――旧称帝国大学の略、私は大学には少しも関係はない

が。中学生時代から運動場を深い縁として呼称した名であるから、以後全体にわたってこう

いうことにする――運動場を訪れたのは、終戦後これで３、４回目ぐらいだと思う。 …

大正時代の半ばごろは、中学生で運動を好む者は、気の毒なくらいその運動場というものに

恵まれなかった。簡単なボール・ゲームならいざしらず、陸上競技の練習場といえるものは

全く無かった。したがって中学生たちは、数少ない大学の運動場へ潜りこんで走るとか、大

学の選手たちと知り合いになって運動場を使わせて貰うかした。 … ここでついでである

から話を横道にそらして、当時の渋谷郊外の駒場――今の東大教養学部――の帝大農学部実

科の運動場に走りに集まった中学をみてみると、麻布中学、青山学院、暁星中学のひとびと

であった。本郷の帝大運動場、駒場の実科運動場と、東京の下町と山の手をこえた校外の運

動場で、や
・

ん
・

ち
・

ゃ
・

坊主たちは夢多き日を送ったのである。（「身の回り体育史⑥ 東大運動場

の語り草」、『新体育』43巻３号、新体育社、1973、216-217頁）

②体育協会は、芝浦の極東大会の翌年すなわち大正７年（1918年）に、この大会場の競技施設を

そのまま使って、夏には水泳、秋には陸上競技の大会を開催した。ともにいわゆる全日本選

手権大会ともいうべきもので、そのとき中学校の最上級生であった私は、例の野次馬根性か

ら、ろくすっぽ練習も積まないで、水陸両方の100mに参加した。夏の水泳の練習は、隅田川

での遡水（せりみず）といって水流をさかのぼること、競走の練習は、上野（東京台東区）の

山の奥の広場などそのほかを馳け回ったのであった。（「身の回り体育史④ 芝浦の極東大会

など（２）」『新体育』43巻１号、新体育、1973、54-55頁）
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また、「幼き日の思い出」で、

水泳とか陸上の短距離とか幅跳びを得意とする斎藤さん（斎藤兼吉：第７回オリンピックア

ントワープ大会に陸上と水泳に出場）が、800mなんかを平気で走ることが驚きであったとと

もに、なんでもコナすその意気と体力には頭の下がる思いがした。そして運動を行なうもの

はこうでなければならないのではないかという深い感銘をうけた。（93頁、括弧内加筆）

と述べています。

どうやら、単に運動することが大好きから興味本位で水陸両方の競技に参加するよ

うな時期であったことに加えて、信奉すべきスポーツマン斎藤兼吉に出会ったことで

運動を行なう上での一つの理想を得たようです。

４）早稲田大学時代

大学生時代は、陸上競技を主体としながら、多種多様な運動競技にも関わったよう

です。

（１）謳歌したスポーツ生活

「スポーツ歴」（25頁）に拠ると、大正８年（1919）４月（17歳）早稲田大学政治経

済学部に入学、５月には競争部に入部し、講道館にも入門しています。入学後は、校

内で開催された各種スポーツ大会に参加、ラグビーも大正９年（1920）から始め、雨

の日は柔道で体を動かし、新式ゲームとして早大で始められたバスケットには陸上競

技部員数名と練習相手となり、本命の陸上競技では十種競技、ハードル、リレー等で

活躍をしたことが述べられています。

「幼き日の思い出」の中にも、

中学を終え、上級の学校にはいってからは、私の運動への野次馬性はいよいよひどくなった

が、これは斉藤神様への信心に他ならなかった。お陰で予科２年、本科３年の学生生活は楽

しくて、アッという間に過ぎたようである。（93頁）

と述べていることから、学生生活の日々運動とともに送り、大学時代を謳歌していた

ことが浮かび上ってきます。

（２）陸上競技部の思い出と交友、記録

①入学年に偶然にも、第１回関東学生対抗陸上競技が、始まったようです。

私が早稲田にはいった大正八年（一九一九年）の四月に、第一回関東学生対抗陸上競技が、い

まの東京大学の運動場（文京区）で二日に亘って行われた。この大会は、学生陸上競技とし

ては日本で最初のもので、関西では、たしかこれより二、三年後に開催された。（連載二十三
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回 「第一回陸上競技 ――インカレ連想――」、『早稲田スポーツ新聞』37号、1963、２面）

②5競走部の徳さん8と呼ばれていたようですが、陸上競技を通じての交友関係の

一端も随想に見ることができます。

ことし第三十八回を終えた東京箱根間往復駅伝競走は、大正九年（一九二〇年）の二月に始

まったものである。二月十四日午後一時に日比谷公園の中央広場をスタートしたのである

が、第一日の箱根到着は夜になってしまって、小田原からリレーした選手たちは懐中電灯や

ら自動車のヘッド・ライトでようやくの思いで走った（略）第二日のくだりは、内田庄作さん

（現在練馬区会議員。私は同区内在住。縁つきず）であったが、内田さんは低障害と四百米を

専門としていたけれども、なかなかはやかった。第七区（小田原―平塚）は河野一郎さん（現

農林大臣）が走ったが、これは同君が小田原在の出身なので、いわゆる地の利を考えたもの

である。翌年だったか、その弟の河野謙三さん（現参議院議員）が早稲田にきてからは、河野

兄弟が小田原―平塚―戸塚とリレーすることが、つづいたのであった。（連載十二回 「最初

の箱根駅伝始末記」、『早稲田スポーツ新聞』22号、1962、２面）

③学生時代には、不知だった日本泳法関係の人物がいました。

中尾保さんは、同じ学校の先輩であり互いに運動部にいた身ではあるけれど、こと水泳につ

いては、学生時代はお互いに少しも知らなかったのであるから、あとから考えてみるとおか

しいようなものである。それは、中尾さんは相撲部、私は競走部（陸上競技）ということであ

り、夏休みの水泳シーズンがくると別れ別れになり、秋がくるとまた会うという始末であっ

た。そして、水泳については少しも語らなかったからである。中尾さんが浜寺水練学校で生

い立ち、師範を永くつとめているということを、私は学校卒業後はじめて知り驚いた。また

中尾さんは、私が向井流をやっていることを聞き、『――競走部の徳さんが泳ぎをやるとは、

耳にしたこともあるが、なァーんだ、そうか』と例の大声を出して笑い話になった。二人と

も縁あって、毎日新聞社に関係する身となり …（「たもッつァん―いまや亡し」、『水の音』

復刊13号、加藤石雄、1964、７-８頁）

④日本選手権で活躍したことが『日本陸上競技史』（山本邦夫、（財）日本陸上競技

連盟監修、道和書院、1979）に、以下２件、第２位の記録として見られました。

ａ．第10回全日本陸上競技選手権大会（大正11年（1922）11月、於：東京大学農学

部運動場）

（800m リレー 早大（上野徳太郎、加藤三郎、下田貞晴、西野綱三）（621頁、下線加筆）

ｂ．第11回全日本陸上競技選手権大会（大正12年（1923）11月、於：東京大学農学

部運動場）

（200mロー・ハードル 上野徳太郎（早大）（623頁）
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（３）関東大震災の影響

大正時代の終わり、大学生活も終盤となった頃、大正12年（1923）９月１日（21歳）

に関東大震災が起こりました。歴史に記される大惨事、陸上競技部の合宿所から東京

へ戻る際に経験した大変な思いが強く記憶に残されていたようです。

いまから四十二年前の大正十二年（一九二三年）九月一日正午まえ、相模洋（さがみなだ）を

震源とする大地震にあった話は、ずっ
マ マ

以前にかいたから略すが、その続き話を御披露する。

清水（静岡県）の小学校の運動場で、メチャクチャにゆられたあと、東京に帰る途も絶たれた

ことを知った私は、この日の朝までいた競走部の合宿練習地の島田町へ連絡した。島田の世

話人たちは、「君はどういうわけで清水にいたのか」「なンにしても無事でよかった」。「とも

かくもこちらに戻れ」というわけで、その夜は島田の旅館に泊った。そして翌二日早朝出発

で、東京組は三島駅まで汽車便、後は徒歩で箱根越え、小田原から先きは交通復旧の如何に

よる――ということになった。（略）東京まで無蓋貨車に乗って戻ることができたのは、非常

なよろこびであった。

東京は、下町の多くは失われたが、山の手は残った。そして母校も少しの損害ですんだよう

であった。（連載三十三回 「相模洋大震余話 島田町合宿帰りの記」、『早稲田スポーツ新

聞』53号、1965、２面）

日々運動に明け暮れながら、思い出深い多様な出来事が起きた時期でもあったよう

に思われます。

５）新聞記者時代

大正13年（1924）３月（22歳）、早稲田大学政治経済学部を卒業します。

卒業と同時に、東京日日新聞社に勤務した回想を、『近代日本スポーツ小史（明治・

大正編）』（昭32）附録の「スポーツ記者断片録」に、その奮闘ぶりが記されています。

写真１−８ 若かりし頃
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◇新マイ記者

私というスポーツ記者は、はじめに申したとおり、大正13年の４月６日を取材第一日として、

東京日日新聞（いまの毎日新聞）で働くことになった。三月に学校を卒業して、この日から

走り回ることになったのである。大正13年（1924年）というとちょうどオリンピック大会の

年で、このときは第八回のパリの大会であった。そしてオリンピックに対する全日本予選会

―第二次予選会といっていた―は、この４月の中旬に行われた。（135頁）

４月の中旬のオリンピック全国予選会には、実は私は出場資格を持っていた。前年の秋の東

京第一次予選会には、まだ学生の身分であったので、学生最後の思い出の競技として出場し

たところ、幸いにも入賞したので、第二次予選会出場資格が与えられたのである。しかし新

聞社入社と決まってからは、野次馬根性にも、全国予選会出場の気持ちは全然起こらず、商

売一途に駆け回ろうと思った。（136-137頁）

この時点で、選手としてではなく、新聞記者に転身し専念する決意を見せています。

毎日新聞の記者となって以降で、戦時下では、新聞記者として、水泳解説者として、

日本水上競技連盟関係者として、体力検章の著述者としてなどの活躍がありました。

詳しくは本章「第３節 水泳等に関する業績について」を参照ください。

この時代の記者として水泳に関わった仕事の中から、戦時下の次の２件を特出して

おきたいと思います。

ひとつは、昭和18年（1943）６月（41歳）に『週間毎日』通巻1235号（６月27日号）

（毎日新聞）に「国民皆泳」とのタイトルで掲載された著述です。水泳の必要性と同年

から体力章検定に水泳が検定種目として加えられたことを受けて、その内容も紹介す

るための文章と思われます。その部分を抜粋しました。

国民皆泳 暑い夏に、人が水を思ふのは自然の情である。夏の水は涼しく、こよなく楽しい

ものであることは、ここに改めていふまでもない。 … 皆泳の標準 日本の全国民が、

男も女も、是非とも泳げる者ばかりになつて欲しいといふ国家の望みは、その体力章検定の

課目に、水泳が加へられてゐるのをみてもわかる。体力章検定は、各種の運動能力に一定の

標準を設け、この標準に達した者に体力章を授けて、表彰する制度である。男子は十五歳か

ら二十五歳まで、女子は十五歳から二十一歳まで、この検定を受けられるが、制限以上の年

齢でも、希望者は検定を受けて差し支えないことになつている。水泳は、特殊検定といつて、

基礎検定に合格した者が、特別に進んで受ける者である。男、女の課目は、次のごとくに定

められてある。

◇男子

（イ）三百㍍の距離を、自由な泳法で泳ぎ通すことを原則とする。

師上野徳太郎について 第１章
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そしてこの代わりに

（ロ）十分間泳ぎ続けること、または、

（ハ）百㍍の距離を、二分二十秒以内で泳ぎ切ることが行われる。

◇女子

（イ）二百㍍の距離を、自由な泳法で泳ぎ通すことを原則とする。

そしてこの代わりに

（ロ）七分間泳ぎ続けること、または、

（ハ）五十㍍の距離を、一分二十五秒以内で泳ぎ切ることが行われる。… （23頁）

記者として、この記述を取り上げるに至った上野徳太郎の情報通を示す回顧談があ

ります。

それは、『新体育』43巻12号（新体育社、1973）掲載の著述「身の回り体育史⑮ 陸

軍戸山学校見聞記（下） ――硬軟とりどりの話題集―― 」の一文に、

昭和17年の春の頃だったと記憶するが、戸山学校と毎日新聞社との共同主催で、陸上競技、

水泳、ラグビー、サッカー、テニス、柔道など各種スポーツの日本一流の選手各２名を、戸山

学校の大運動場に集まってもらい、体力章検定――昭和14年、厚生省制定――の種目である

百米走、二千米走、走幅跳、手榴弾投、運搬競走などを実施して、その体力を調査したことが

ある。

それぞれのスポーツ種目が異なるにしたがって、得意、不得意のものがあるので、競技団

体にはあまり賛成されなかったが、戦時下の国民錬成時代であったので、なかばコ
・

ワ
・

も
・

て
・

の

有様で盛んな実施となった。時の厚生大臣はたしか軍医出身の小泉さんで、この実施の結果

により、彼自身の体育運動の方向づけをしたようであった。運動種目の総合成績は、初級、

中級、上級と決定されるので、集まった各選手たちは全力を尽くして奮闘したが、最終成績

としてはラクビーが、平均した体力を持っているということで、大いに面目をほどこした。

この催しにより厚生省、陸軍省、戸山学校などのいちおうの資料となったことは事実である。

その後、大日本体育協会から大日本体育会となった国内競技団体の統一組織は、戸山学校

の主導的後援によって、校内で大々的な錬成大会を催したことがある。とにかくこのように

して戦時下の日本運動界は、誰も彼も一生懸命だった。（978頁）

とありました。

運動関係についての興味と情報収集を心掛けていた一面として感心させられます。

余談ですが、昭和18年（1943）毎日新聞社体育部副部長時代には、壮年庭球ダブル

スで関東第１位、全日本第７位の成績を収めています。

つぎに、日本泳法の実践性に着目した水術論を中心としながら、向井流に対する一
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見識について書き残したものとして、昭和18年（1943）10月発刊の著述『日本の水術』

（前出）があります。

「序文」の「陸軍戸山学校体操科長 陸軍中佐 村岡安」の文中に、著者上野徳太郎への

評価が見られ、

本書は、日本の游泳術、武術としての日本水術に関して、畏敬すべき我々の先人、先輩が苦

心、研究したところのものをはじめとして光輝ある日本の游泳に関する事項について、著者

が懸命の努力を払ってよく調査し紹介したもので、日本水術の本質をつぶさに諒解し得ると

ころ時局下まことに適切なものがある。（無頁）

とありました。

時勢に応じた感は否めませんが、考究の上で独自の見解を論述したものであること

を想起させます。

また、同書では、口絵に上野徳太郎自身が演じる「手足搦
しゅそくがらみ

」の写真が掲載され、水

術の実践性を強調し、自身の泳力を示しているようにも思われます。

憶測ですが、上野徳太郎は、向井流と水術への関心を保ちつつ終戦を迎えたことで

しょう。

一方、戦争も終わり頃の出来事を、先に取り上げた『新体育』43巻12号（前出）掲

載「身の回り体育史⑮ 陸軍戸山学校見聞記（下） ――硬軟とりどりの話題集

―― 」に、

戸山学校の建物は昭和20年（1945年）４月13日の米軍の爆撃によって全部灰になったが、こ

の日は奇しくも私の自宅が同じく米軍に焼かれた日でもあった。尽きぬ縁といおうか。（980

頁）

と偶然がらみの回顧談として述べています。

自他共に戦争がもたらした悲惨な状況での終戦であったことが伝わってきます。

戦後は、毎日新聞社に勤めながら、次に述べる早稲田大学での講師も兼務し、日本

水泳連盟、日本泳法（含向井流）、水泳指導、水泳に関する著述など水泳関連での活躍

が主体となり、その傍らで運動・体育関係などでの指導や執筆などでも活躍していま

す。詳しくは、本章第３節を参照ください。

この業績の中からその一端を以下に列記しました。

昭和21年（1946）（44歳）、日本水泳連盟の常務理事に就任し、昭和31年（1956）ま

で務めたことは本章第１節１．２）（２）で前述しましたが、その間、その後も水泳指

導員養成講習会の講師、水泳指導者検定委員としても活躍しています。

昭和30年（1955）２月（53歳）、毎日オリオンズ春の合宿トレーナーとして参加しま

す。日本のボブ・フェラーといわれた荒巻淳投手の撮った写真があります。写真裏面
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には、２月４日に、別府港桟橋にて撮ったことが記されていました。

写真１−９ 毎日オリオンズチームと

昭和31年（1956）（54歳）、第１回日本泳法大会（第21回日本泳法大会まで）で、資

格審査委員主座を務めています。

翌年、昭和32年（1957）１月６日 （55歳）、毎日新聞社を定年退職します。

記者としての活動については、不明なことが多い時代なのですが、毎日新聞社内で

の経歴を記しておきます。

大正14年（1925）２月16日 入社

昭和17年（1942）８月15日（40歳）〜昭和18年（1943）９月15日 厚生課長

昭和18年（1943）９月16日（41歳）〜昭和18年（1943）12月15日 体育部副部長

昭和22年（1947）５月25日（45歳）〜昭和24年（1949）11月20日 労務部長

昭和25年（1950）３月１日（48歳）〜昭和31年（1956）７月31日 運動部顧問

昭和32年（1957）１月６日（55歳）定年退職

昭和39年（1964）１月７日（62歳）終身名誉職員

６）早稲田大学臨時講師・教授時代

戦後の大学制度において、昭和23年（1948）新制大学制度が発足し、翌24年（1949）

から「一般体育」が必修として科せられることとなりました。

上野徳太郎の出身校早稲田大学では、この「一般体育」の教員として運動部の OB

がなることで対応しています。
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その中、昭和25年（1950）６月（48歳）から、陸上競技部 OBとして上野徳太郎は早

稲田大学臨時講師（当時体育部）となりました。そして、体育部としては昭和32年３

月31日まで務め、組織改変後の昭和32年（1957）４月１日から同校の体育局臨時講師

を勤めています。そして、毎日新聞を定年退職した昭和32年（1957）１月〜昭和39年

（1964）３月31日まで臨時講師として勤めています。

上野徳太郎の講師時代に関わって元日本泳法委員長の山口和夫は、早稲田学生時代

の４年間、東京体育館等でのプール指導の補助でも「上野先生のお手伝い」をしたと

の事、また、「一般教養科目・体育」（水泳実技）は東京（高石記念プール）・館山（早

稲田寮）で行われていたようです。

又、元マスターズ水泳協会の会長で早稲田水泳部出身、故大崎剛彦が中原隆子に

語った話に依ると、「上野先生は大学教員時代に毎年千葉館山の海で総括を務めてお

られ、上野先生の指導の下、水泳実技指導及び海浜生活における実習及び遠泳も行わ

れていた。体育の授業としての水泳は当時高石記念プールにて行われていた。」と当

時を語っています。

写真１-10 東京体育館水泳講習会にて指導に当たる上野

徳太郎

写真１-11 江東プールにて準備

体操する早稲田学生

時代の山口和夫氏

写真１−12 於千葉北条海岸、海浜授業

師上野徳太郎について 第１章
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昭和32年（1957）（55歳）に、早稲田大学での「一般体育」の講義テキスト『近代日

本スポーツ小史（明治・大正編）』（前野書店）を出版しています。

はしがきに、上野徳太郎の学生への想いが書かれています。全文を引用します。

は し が き

この書の第一部の小史は、早稲田大学の学生のためのテキストとして極めて短期間に書き

あげたもので、決して完全なものではない。しかし、明治・大正時代のスポーツ発展のあと

を正しく通観するために、自由な角度をもって記述したことは確信している。用語や引用文

などの中に今日的でないものがあるかもしれないが、これはその時期々々の香りをすこしは

だそうという意図からのものであるから諒とされたい。なおスポーツ日本の成長をたどると

とも忘れられない体育日本の大事なポイントには、折々触れておいた。それらはいずれも触

れないわけにはいかない理由があるからである。また早稲田大学関係の描写に濃いところが

すこしあるのは、その学生の啓発という特別な事情があるからで、許していただきたい。

上 野 徳 太 郎 （無頁）

文中に「早稲田大学関係の描写に濃いところがある」と記述している辺りにも、そ

の想いが感じ取れます。

昭和36年（1961）第18回オリンピック東京大会に関わって、日本水泳連盟内オリン

ピック準備委員会の「スポーツ科学技術委員会」のメンバーに任命されています。

昭和39年（1964）４月（62歳）で早稲田大学教育学部教授となっています。専攻は、

水泳一般、体育管理、社会体育でした。

昭和42年〜47年早稲田大学水泳部部長就任（「栄光の八〇年―水泳部―」、『早稲田学報』934

号（復刊37巻６号）、藤田明、早稲田大学校友会、1983、84頁より）

昭和47年（1972）３月（70歳）、で早稲田大学を定年退職しています。

７）晩年

早稲田大学を定年退職してから、都内各所、数多くのプール及びスポーツクラブな

どで、日本泳法の教室を担当するようになりました。

同時に、日本水泳連盟関係の講習会、研究会に講師として招かれ、日本泳法の普及

に尽力しました。

その活動では、向井流を中心とした日本泳法の指導を東京の各団体で本格的に始め

ています。殊に向井流の泳法を積極的に広げる活動がありました。その経過について

は、本章第１節３．２）を参照してください。

第１章 師上野徳太郎について

24



以下その中で、語り残しておきたい事柄について、話が前述していて重複もありま

すが項目を起こして述べておきたいと思います。

（１）日本水泳連盟「範士」称号認定

昭和53年（1978）３月（76歳）、日本水泳連盟日本泳法資格「範士」に認定されまし

たが、京都における研究会の直後、少し体調を崩し、20日ほど入院治療を余儀なくさ

れました。後日、このころの様子を『早稲田学報』（復刊第33巻１号、1979）のタイト

ル「お元気ですか」に掲載されたコラムの中で、

昨年の４月はじめ、ちょっと体を痛めて20日ほど病臥した。私にとっては新記録である。60

になっても70になっても、すこぶる頑健であったのに、血圧が少し高いのに気がつかず、い

ろいろな老人病にかかった。若年のころから少し調べたり行ったりしていた日本古来の泳法

を、完全に文字に並べて表現したいと思っているが、いつのことやら知れたものではない。

それはそれとして、多年日本泳法を行っているというので、日本水泳連盟からこんど「水泳

範士」の称号をいただいた。（35頁）

と述べています。

（２）「若鮎会」（荏原文化センター）での活躍と叙勲

昭和47年（1972）（70歳）、品川区荏原文化センターで誕生した婦人水泳クラブ「若

鮎会」で講師を務め、水泳入門のクラスと初心者の競泳クラスを担当しましたが、時

おり披露される向井流の泳ぎや面白く興味深い話など、参加者をグイグイと水泳に引

き寄せる巧みな指導法によって、瞬く間に会員数が増えたとのことでした。

昭和48年（1973）、成長を続ける「若鮎会」では、引き続いて講師を「上野先生」に

お願いしたいという声が上がり、当時の文化センター館長と職員であった街いち子等

の後押しもあり、常任の講師として改めて迎えられることとなりました。

昭和49年（1974）４月、「若鮎会」では初めての研修旅行が実施されることとなり、

会の講師である上野徳太郎は、叙勲の行事で忙しい最中でしたが要請に応えて出席

し、箱根小涌園のプールで実技の研修を実施し、品川荘に宿泊して講義が行われまし

た。
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写真１−13 若鮎会結成当時 写真１−14 若鮎会研修旅行（箱根小涌園プール）

昭和49年（1974）４月（72歳）、勲四等瑞宝章を受章しています。長年、水泳の研究

に携わって来たことが認められての叙勲でした。

猪谷千春（当時、上野徳太郎の娘婿）主催のお祝いパーティでは、グレーの背広で

杖を片手にした上野徳太郎の写真が撮られています。

写真１−15 叙勲お祝いのスピーチ

同年11月、「若鮎会」でも本格的に日本泳法を習いたいとの要望が大きくなり、待望

の日本泳法クラスができました。

昭和50年（1975）（73歳）に至って、「若鮎会」の会員にもそろそろ実力がつきはじ

め、二種指導員資格の受験といった新たな目標が出てきました。そこで、上野徳太郎

から、試験種目に必須の横泳ぎを重点的に学ぶこととなり、師の叱咤激励のもと多く

の合格者を輩出することとなりました。この結果、同年５月、品川区大崎に新しく建

設された総合体育館プールの落成記念に「若鮎会」が呼ばれ、観覧席で上野徳太郎、

街いち子の両先生が見守る中、オープニングの泳ぎを披露しました。この時の記録に
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は、競泳四種目と一重伸を泳いだとありました。

昭和53年（1978）（76歳）、日本水泳連盟から「範士」の称号を得たことで、殊更、

日本泳法の指導に専念し力が入ることが期待されていたにも拘わらず、「若鮎会」の講

師を勇退しました。

（３）雪ヶ谷スポーツクラブでの最後の活躍

昭和54年（1979）（77歳）から、「雪ヶ谷スポーツクラブ」に日本泳法部門顧問とし

て迎えられます。顧問専用の部屋が用意され、日程や時間も都合の良い時と、定まり

はなく、プールサイドにはよく出て設置されている椅子に腰掛けてアドバイスを授け

られていました。質問には快く応じられ、日本泳法のクラスだけではなく、全般にわ

たって指導していました。高名な人物、大切な存在として扱われました。

（４）体調不良から逝去まで

昭和56年（1981）（79歳）再び体調を崩し、今度は練馬区の桜台病院に入院しました。

長い闘病生活の間において、弟子たちが訪問した折の質問に対し、指導者としての

姿勢を崩すことなく、的確な回答で応じていました。

療養虚しく平成３年（1991）３月６日に、師上野徳太郎は逝去しました。

享年89歳でした。

平成３年（1991）３月７日付『毎日新聞』（31面）の訃報記事には、次のように書か

れていました。

上野 徳太郎（うえの・とくたろう＝元日本水泳連盟常務理事、元早稲田大教授、毎日新聞

終身名誉職員）、６日午前１時11分、心不全のため東京都練馬区の病院で死去、89歳。葬儀・

告別式は８日午前11時、台東区根岸３の12の44の永称寺で。自宅は練馬区栄町27。喪主は長

男孝太郎（こうたろう）氏。

第８回極東大会（昭和２年）の陸上競技コーチで、日本の運動記者の草分けの一人。元毎

日新聞運動部記者、同労務部長。日本体育協会会賓。

なお、菩提寺は、台東区根岸にある「永稱寺」です。

２．身体能力

１）向井流と日本泳法に見せた身体能力

上野徳太郎が、向井流の泳法や創作した泳法、及び他の流派の泳法を泳いでいる写
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真・動画などが、多数残っています。その中から、以下の「手足搦」で両手両足を縛っ

ての前向き泳ぎ（写真１−16）、後ろ向き泳ぎ（写真１−17）を披露している写真を取

り上げました。

写真１−16 『日本の水術』口絵写真

「手足搦」前向き游ぎ

写真１−17 同じく後向き游ぎ

卓越性と多才な泳力を見て取れます。

２）運動履歴に見る身体能力の多様性

上野徳太郎は、幼少のころから柔術と水術に接し修練を積み上げてきています。

そのことが、基礎的身体を培いながら優れた身体性の発揮に繋がったことを表現し

た記述があります。

金曾木小学校時代を回顧した個人競争の話に、

私は幸いにもいつも１等をとっていたが、６歳の時から父について柔術（当時は講道館以外

は柔術であった）を習っていたから走るのが速いのだと信じこんでいた。（「幼き日の思い

出」『新体育』第36巻９号、新体育社、1966、91頁）

とありました。

さらに、丈夫な身体とスポーツ好きとなった話として、

柔道と水泳のためか、十歳の頃から身体が丈夫になり、私立順天中学に入った後は、無類の
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スポーツ好きとなり、後年競泳の大選手となった親友の鈴木伝明君その他とともに、泳いだ

り、走ったり、本郷の美津濃運動具店から、大枚金三円五十銭で投槍を買ったりした。（『学

校体育』31年第８号、「私のスポーツ歴」日本体育社、1956、25頁より）

とありました。

成長とともに陸上競技をはじめ多様な運動への興味と実践を行ってきました。

その身体能力の発揮は、早稲田大学時代に顕著でした。

繰り返しになりますが、運動歴と競技成績などを以下に取り上げておきます。

なお、水泳歴に関しては、本章第１節で既に詳しく述べているので省略します。

（１）陸上競技（水泳よりもむしろ、陸上競技に力を注いでいた）

①中学四年の時

体育協会主催10哩短縮マラソン参加（初めての競技参加）、中学生競技参加（予選

負け）

②早稲田大学時代：競争部（5競走部の徳さん8と呼ばれていた。）、OB時代

念願叶って学部一年のとき十種競技がコナせるようになり、四三〇〇点足らずで学内記録を

更新したが、結局習った低障害が手放せなくなり、当時の全日本の専門競技者には残らず、

何かの機会に勝してもらった。駒場のトラックが主な競技場であるが、OB競技で神宮競技

場でもハードルをとんでいるから、これだけは当時の競争仲間に威張りたい。八百米リレー

のトップを走り、インターカレッジで勝ったり、全日本大会で勝っても反則を数えられて除

外されたり…。

③壮年時代（42歳ごろ）

私は壮年の現在でも、機会さえあれば二、三千米を走ることにしている。実力は、二千米を

七分半から八分というところで、体力章検定の中級程度に当たっている。この私の走力は、

昨年度の体力章検定の行軍の特殊検定に於て八瓩（約二貫）の負担量を年
ママ

につけて、規定に

よる二十四粁（約六里）の距離を、三時間九分で突破させた。一里を約三十一分半で行った

わけである。合格の標準は五時間以内ということになっている。

（２）ラグビー

①ラグビー部（早稲田大学時代）

ラグビー、大正九年から始めた。陸上競技の冬のトレーニングのつもりなのだから、面白く

行った。いつとはなしに GB（第二選手団、グレート・ベーヤー―大隈総長の名からとったも

の）のメンバーに加わって、対外試合に出ていたのだから、自分でも驚いた。フォワード・プ

レーが楽しくて、卒業後も七、八年間は OBリーグ戦に出場させられた。
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（３）柔道

①戸塚派楊心流（幼少から中学時代）

父の上野正幸が、柔道の専門家（教士、戸塚派楊心流）だったので、私は、数え年七つ（一九

〇八）のときから、 … と水泳を習わされた。

②講道館に入門

大正八年春、早稲田大学高等予科入学と同時に講道館に入学、同年の秋、二段に編入された。

数え歳十八歳のときである。大正十年三段、同十三年四段、その後五段を許された。

③柔道部

早大競争部に入部したときは、 … 雨が降ると柔道の練習をしたが、当時早稲田は、二段

三段がウジャウジャいたし、四段も沢山いて、たしか日本一のチームであったろう。

④６段の記述

筆者柔道六段毎日新聞社員

写真１−18 大正13年卒早稲田大学柔道部写真より

（４）バスケットボール（早稲田大学時代）

①一期生

大正九年だかに、新式ゲームであるバスケットボールが、早稲田で始められた。神田（円盤

投）西野（短距離のちにラグビー TB）とともに甘んじて選手の稽古台になった。だからバス

ケットボールは、早稲田の一期生である。

（５）テニス

①壮年庭球

昭和十八年に壮年庭球ダブルス順位で関東第一位、全日本第七位。とんだ方向に曲っていっ

てしまったが、曲ったまま今でもラケットを振っています。

第１章 師上野徳太郎について

30



なお、上記、（１）①②、（２）①、（３）①②③、（４）①、（５）①文は回顧録とし

て記載された『学校体育』31年第８号「私のスポーツ歴」（前出、25頁）よりの転載で

す。（１）③、（３）④は『柔道』15巻89号「鍛錬の事」（講道館、1944、25頁、26頁文

末著者紹介）よりの転載です。

３）躍動する身体機能の実例

以下、『スポーツマンの読むべき本 ●勤労者から選手までのトレーニング入門』か

ら、

写真１−19 口絵（58歳〜59歳の頃） 写真１−20 著者紹介文

上野徳太郎は、多種目の運動を経験し且つ体育教師であったことなどから、身体機

能としての調整力・巧緻性に優れ示範として演じる技能を持つなど、一般人からする

と優れた身体能力を持ち合わせていたと考えられます。

当然、この能力は向井流泳法の中でも生かされていたと思います。

３．エピソード −向井流泳法と日本泳法との関わりから−

昭和47年（1972）早稲田大学を定年退職後、本格的に都内各所のスポーツクラブや
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水泳団体等において、向井流泳法や日本泳法などの指導を行っています。

また、日本水泳連盟や日本泳法とも深く関わって来ています。

その中で、直接指導を受けた弟子達や日本泳法関係者の方々から師上野徳太郎の思

い出やエピソードを取り上げ、どの様な人物だったのか探ってみます。

１）弟子達に残した言葉

・特に夏、泳いだ後はミカン水を飲みなさい。クエン酸が入っているから、運動後

にはすごくいいんだよ→山野井佳寿子

・「なんでこんな練習するの？」「どういう意味があるのかな？」と思った時に、「自

分で考えなさい」と言われた→山野井佳寿子

・「プールに入る時は、すぐに泳ぎ出したらだめだよ。頭まで３回きちんと潜って水

に慣れてから泳ぎ始めなさい」と言われた→平井昌子

・「○○さんの片抜手は武士の面影があって、なかなかよろしい。」「日本泳法は武道

です。とくに片抜手は勇ましい面影があったほうがよろしい。」「抜手は王者の風

格をだすように」とユーモアと威厳をたたえた指導→有元貞子

・「順下は、山手線のホームから下に飛び込むようにやりなさい」と言われた。→山

野井洋子

・「いい加減に泳ぎなさい」と言われたので、いい加減に泳いだら、横着者と怒られ

た。いい加減じゃなくて、良い加減ですって。とにかく「自分で考えなさい。自

分で考えないとダメなんだよ」と。→山野井佳寿子

以上は師上野徳太郎から直接指導を受けた人達からのエピソードです。大変ユーモ

アがあり人を引き付ける魅力を持った人柄でした。面白い会話、楽しい練習風景の中

にも指導者として的確なアドバイスをしていました。

２）日本泳法関係者に残した記憶

『上野徳太郎先生を偲んで −師上野徳太郎没後20年記念誌−』（師上野徳太郎没後

20年記念事業実施委員会編・発行、2011）に寄稿して頂いた方々の中から、上野徳太

郎の人間性が垣間見られた所を勝手ながら抜粋転載して紹介させて頂きます。

なお、転載には原文のまま利用させて頂きました。該当の皆様には、事後ですがご

理解下さい。

（１）水府流水術協会会長 荒川 汪

私を紹介してくださった石川芳雄先生の言葉を受けて、「向井流の上野です。」と短く応じら
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れました。『小柄で柔和だが、重みがある』―私が最初に受けた印象でした。それからほぼ10

年、 … 日本水泳連盟普及委員会（現在の地域指導者委員会）主管の第１種水泳指導員資

格を受験した際、… 面接の際「あなたは、指導員資格を受験するより指導員養成の立場に

立たれたほうが良い」とおっしゃられ、ほどなく、日本水泳連盟普及委員会の末席を務める

きっかけを与えてくださいました。（59頁）

（２）小堀流踏水術 学習院沼津游泳会 有島 健生

1975年に初めて大会の記録係をしたとき水練証審査の集計で、主査の先生から、「記録係でだ

れか、弱小団体の人に手伝ってほしい。」とのことで、日野さんと私が指名され、青学のプー

ルの狭い用具置き場のような（倉庫と呼べるようなものではなかった）ところで床に座りこ

んで集計しました。作業中なので、お話しするような状況ではありませんが、ぼやきのよう

に「役員と応援団との区別をせずに行動する人がいる。」とおっしゃったのが印象に残ってい

ます。 … ちょうど教士、範士制度を立ち上げる時だったので、戦前の武道の制度になじ

んだ先生方のなかでも白山先生や上野先生が、「範士は審査するようなものではなく、功労に

報いるために差し上げるものだ」といわれたのも記憶にあります。（60頁）

（３）（財）日本水泳連盟 専務理事 泉 正文

第一印象は小柄でがに股、どこのおじいちゃんが来たのかなという感じでした。それでも、

眉毛が太くいつもニコニコした温厚な性格に魅せられ、昔の極東選手権大会や水泳の楽しさ

など沢山の話を聞かせていただいたことを思い出します。 … 水泳連盟で日本泳法の皆さ

んとも交流するようになり、上野先生が向井流の第15代家元であったことや水泳界での偉業

を改めてお聞きし、今更ながら当時の学生時代の非礼を心の中で詫びているところです。

（60−61頁）

（４）神傳流第19世宗師 今村 龍三

私は石名先生について、各流派の大先生が集っていられるところについて行き、先生方のお

話を伺うことができました。上野先生は常に上座に居られ、品格のあるお話を承ることが出

来たことを、今でも思い出して居ります。（62頁）

（５）元日本水泳連盟日本泳法委員会委員 前水府流太田派桐游倶楽部副師範

吉川 武彦

…普及委員会から日本泳法委員会が独立することになり…委員はそうそうたるメンバーで

あっただけに議論は白熱、まさに熱い議論が続いたがなかでも頑固とすら言えるのが上野先

師上野徳太郎について 第１章

33



生、口癖は「でも」であった。この「でも」を口にされるときの上野先生は、鉛筆を握りなが

ら机をこつこつたたき、唇をややとがらせて話し始められた。この机の�こつこつ�が始ま

ると、会議の場がとても緊張したものだった。… 先生は日本泳法大会の水練証審査、現行

の資格審査委員会の委員長を長いこと務められた。審査に当たって審査委員には椅子が与え

られプールサイドで座って審査を行うが、上野先生は椅子に座ることなくいつも立っておら

れ泳者の泳ぎに合わせてプールサイドを行ったり来たりされた。その眼は鋭く水中のわずか

な動作も見過ごすことなく見つめておられたのを鮮明に覚えている。後に私も審査委員の一

人に加えていただいたが、審査の視点は上野先生に学んだことが大きい。（63−64頁）

（６）日本泳法委員長・神傳流宗師 日野 明徳

泳法大会で毎回各流派の師範、家元格が披露していた模範演技のプログラムでは、「邯鄲夢の

枕」という浮き身を披露されるのが常で、「なるほど、家元の浮き身というのはこういうもの

か」と思わせるだけのものではありましたが、それ以外の泳ぎを拝見した記憶はありません。

時々はプールサイドで自流の泳者にご指導されているのをお見かけいたしましたが、とても

的確に、手足・体形など要所要所をはっきりと指示されており、とても優しそうなお顔であ

りながら、実は細かいことまで手を抜かない方なのだと畏敬の念をいだきました。（70−71

頁）

（７）（財）京都踏水会理事長 村田 弘武

当時若輩者で怖さ知らずの身で厚かましく上野先生には無理なお願いごとをしていた事を思

い出してきました。その一例をあげて見ますと我々河童会で年一回機関紙「河童」を発行し

ていました。その機関紙の掲載原稿をお願いしましたところ、こころよく引き受けていただ

き上野先生から３篇の原稿を頂戴しています。昭和34年（1959）「向井流の泳ぎの特徴」、昭

和35年（1960）「河童泡言」そして昭和42年（1967）には特別寄稿で「諸手伸について」の寄

稿をうけています。「河童泡言」では当会発足当初の笹沼流について向井流との関わり、なぜ

笹沼流なのかを説かれています。（72−73頁）

（８）元水府流太田派第八代師範 山口和夫

思い起こせば、私の水泳人生の中で、上野先生とのご縁は色々な形で、先生がお亡くなりに

なるまで続き、その間、大きな薫陶を受けた。 … 早稲田大学時代（昭和28〜33年） 早稲

田大学の講師として体育（水泳）を担当しておられた先生は、私が入学するとすぐに一般教

養科目体育（水泳）の実技補助助手としてご指名になり、在学中４年間、東京のプールと千葉

館山における水泳実習のお手伝いをしながら、アルバイト料を頂戴するという恩恵に浴し
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た。…又、館山の海では向井流の手ほどきもしていただいた。 … 全ての場面で上野徳太

郎先生が陰に陽に暖かい眼差しをもって私を指導されたことが読者にお解かりいただけると

思う。先生は私の師でもあり、父とも思える大先達なのである。（75−76頁）

以上のエピソードから、上野徳太郎という人間が向井流泳法の伝承者に留まらな

い、5日本泳法及び水泳大好き人間8であったことが伝わってきます。

第３節 水泳等に関する業績について

上野徳太郎を知る手立てとして、本人自身が残してきた業績は有用な意味を持ちま

す。

未だ発見されていない情報や資料など数多くあるかと思いますが、現在判明してい

る業績をすべて網羅して、以下に列記します。

業績としては、大きく「水泳に関する業績」及び「水泳に関する執筆活動」と「水

泳以外の執筆活動に関する業績」に区分しました。

水泳に関する業績において、戦前の水泳界に競技水泳の解説者としてデビユーしま

した。戦後は、日本水泳連盟常務理事（昭和32年まで）としての職責に応えて活動し、

昭和32年（1957）以降では主に向井流及び日本泳法の普及発展に貢献しています。

執筆活動においては、「水泳に関するもの」と「水泳以外に関するもの」として区分

しました。

毎日新聞社に入社して以来、執筆活動を開始し、数多く見ることはできましたが、

毎日新聞社の記者としての執筆記事を見るには至っていません。

水泳に関する執筆において、戦前は単著書『日本の水術』以外は競技水泳・水泳指

導（一般水泳）に関わっての執筆が見られました。戦後は、一般水泳の指導書からは

じまり、徐々に日本泳法関係に関わる執筆が見られるようになりました。とりわけ昭

和40年代以降になると、日本泳法（向井流）に関わる論述が目立っています。

水泳以外に関しては、戦前は雑誌『運動界』への投稿に始まり、体育・陸上・体力

にかかわる論述を行っていますが、戦後は単著書『スポーツマンの読むべき本』以外

は、体育・運動（スポーツ）の世界と関わってきたことを題材とした回想的な随筆が

数多く見られました。

１．水泳に関する業績

上野徳太郎は、向井流の泳法の公開や伝承活動に留まらず、競技水泳・水泳指導・
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水泳指導者養成、水泳関係組織の役員など幅広く、水泳関係に関与した主な経歴は次

の通りです。

昭和６年（1931）７月18日、毎日新聞記者時代、「日米対抗水上競技大会予想座談会」

に出席しています。

（この座談内容は『水泳界』９月号（1931.９月発行）に掲載あり）

昭和８年（1933）日本水上競技連盟標準泳法委員となっています。

（昭和８年７月発行日本水上競技連盟編『水泳指導要項』より）

昭和15年（1940）９月21日〜23日、第11回明治神宮国民体育大会、水上競技部委員並

びに奉納日本泳法演技において「平泳」・「邯鄲」・「水車」を演じて

います。

昭和21年（1946）日本水泳連盟の常務理事を昭和32年まで務めています

昭和24年（1949）練馬区水泳連盟の組織化（創設）に貢献しました。

昭和25年（1950）９月29日、第２回水泳指導者資格検定試験において検定委員となっ

ています。（主催日本水泳連盟 後援 文部省）

昭和26年（1951）６月22日〜28日、第一回全国指導者講習会（文部省・日水連共催、

於東京）で標準泳法の担当講師を務めています。

昭和29年（1954）初代シンクロ委員長串田正夫氏のお世話で神田一ツ橋国民体育館

プールを練習所とする「水泳研修会」が発足し、会長に就任してい

ます。この会は日本泳法関係者、文部省・学校水泳指導者などが、

互いの交流と研鑽する事を目的としていました。

写真１−21 水泳研修会の集合写真（山口和夫氏提供）

最前列水着姿：上野徳太郎、右隣：三田三郎
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昭和31年（1956）第１回日本泳法大会 資格審査委員主座（第21回まで）を務めてい

ます。

同 年 昭和31年度日本水泳連盟の行事で、普及部委員として「国民皆泳」

の行事担当責任者となっています。

昭和32年（1957）７月４日 NHK大阪のテレビ番組「スポーツクラブ5水泳の知識8」

に出演します。

昭和34年（1959）東京体育館主催事業として水泳講習会が開催され、当時の講師は上

野徳太郎・牧野豊一郎・森岡達治が担当、この講習会をきっかけに

同好会としての「向井流東京游泳所」ができ、さらに「向井流水法

道場」に発展しました。

昭和35年（1960）７月７日、NHK教育のテレビ番組「体育「水泳」」に出演していま

す。

昭和36年（1961）４月27日、５月10日・24日、６月７日・21日の各午後６時30分より

同８時30分まで東京体育館屋内水泳場にて都民水泳能力テストが実

施され、講師及び検定委員として「都民水泳章及び合格証」を授与

しています。

昭和36年（1961）第18回オリンピック東京大会を迎えるにあたり、日本水泳連盟内

「スポーツ科学技術委員会」のメンバーになっています。

昭和38年（1963）福島県会津市にて「北海道、東北、関東地区水泳指導者講習会」の

講師を務めています。（福島県『教育年報』第７章保健体育 第４節学校

体育 昭和39年出版より）

昭和39年（1964）第18回オリンピック東京大会の競技役員（水泳 飛込）に任命され

ています。昭和39年６月23日付の委嘱状が残っています。

同 年 10月30日、日本水泳連盟創立40周年記念の式典にて、水泳の普及と

振興に寄与した事により5功労者賞8を授与されています。
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写真１−22 於品川プリンス光輪閣（写真は『水連40年史』より）

昭和42年（1967）早稲田大学水泳部部長に就任しています。（昭和42年〜昭和47年）

昭和47年（1972）東京アスレチッククラブにて日本泳法の指導をするとともに顧問と

なっています。（昭和47年 〜平成３年２月）

同 年 品川区荏原文化センタープール婦人水泳クラブ「若鮎会」において

一般水泳を指導します。後、常任講師となりこの会より分かれた

「錦会」において松本貞子と共に日本泳法も指導する事になります。

昭和48年（1973）５月１日「昭和48年度 水泳指導者講習会」の講師（日本水泳連盟

普及委員会委員として）を務めています。

同 年 「土曜会」中野サンプラザにて、一般水泳指導員資格取得者に向井

流を指導（約25人）しています。

同 年 高田馬場ビッグボックス内で「向井流水法道場」が立ち上がり、向

井流を指導（約50人）しています。

昭和49年（1974）４月「勲四等瑞宝章」（スポーツ）を受賞しています。

同 年 国立西が丘競技場日本水泳連盟普及委員会主催「日本泳法研究会・

研修会」において、牧野豊一郎、宮畑虎彦と共に講師となっていま

す。

同 年 中野区立第九中学校温水プールにおいて日本泳法を指導していま

す。

同 年 高田馬場ビッグボックス「潮会」（代表 載間 文）において日本泳
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法を指導しています。

昭和50年（1975）３月 中野サンプラザ内同好会「千尋会」（代表 戸津寛子）で向井

流を指導しています。

昭和51年（1976）５月 松本貞子により「向井流水法道場本部会」が発足し会長とし

て、昭和55年（1980）９月まで指導しています。

昭和53年（1978）３月 第27回日本泳法研究会にて、課題「向井流」で発表をしてい

ます。

昭和54年（1979）４月 雪ヶ谷スポーツクラブ日本泳法部門顧問となり向井流の指導

を行っています。

昭和55年（1980）９月 向井流水法道場本部会を勇退しました。

２．水泳に関する著述（向井流及び日本泳法に関する書物には＊印を入れていま

す）

上野徳太郎は、著作としての刊行本をはじめ、雑誌・機関誌などにおいて実に多く

の著述筆跡を残してきています。内容的には、向井流に関わること、競技水泳、水泳

指導・水泳管理、新しい水泳方法、水泳に関わる古今の随想など多岐に亘っています。

現在調査して現物の確認ができている範囲は、以下の通りです。

１）単著書（単独著述の所収本を含む）

昭和18年（1943） ＊『日本の水術』 晴南社

昭和21年（1946） 『第１集 水泳規則と解説』 体育日本社

昭和31年（1956） 『図解 組泳ぎ』 万有出版

『水泳指導の警戒』 万有出版

昭和32年（1957） 『水泳指導の重点』 泰潤社

昭和38年（1963） 『僕らの水泳教室』 国土社

昭和50年（1975） ＊『図説日本泳法』 「向井流」 日貿出版

昭和53年（1978） ＊『向井流の泳ぎ』 第27回日本泳法研究会資料

２）編集及び共著書

昭和29年（1954） 『水泳指導の手引』 文部省

昭和36年（1961） 『水泳管理』 金圓社（牧野と共著）

昭和41年（1966） 『水泳指導』 文教書院

昭和44年（1969） 『水連四十年史』 日本水泳連盟（編集委員）
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昭和50年（1975） 『水泳指導教本』 大修館書店

昭和55年（1980） 『水泳指導教本』（保健体育指導選書）大修館書店

３）資料提供

昭和41年（1966） ＊「水術」（『日本武道全集 第四巻』所収）人物往来社

東京教育大学体育史研究室・日本古武道振興会共編

＊「河童泡言」笹沼流について （『河童』、（（財）京都踏水会

理事長 村田弘武氏提供）

４）監修書

昭和30年頃（1955） 『目で見る水泳の手ほどき』 博文堂出版（菅野信正著・上野

徳太郎監修）

５）水泳に関する雑誌等への執筆

昭和３年（1928）11月「破竹の如く早大勝つ」 『スポーツマン』 第７巻第10号

昭和４年（1929）１月「背泳平泳の驚くべき向上進歩」『スポーツマン』第８巻第１号

昭和４年（1929）10月「スポーツマンの典型 入江稔夫君」 『運動界』10巻10号

昭和５年（1930）10月「クロール泳法 第１節 世界レコードが作られた時」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』11巻10号

11月「クロール泳法 第２節 天与の私の素質」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』11巻11号

12月「クロール泳法 第３節 私の泳ぎ方」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』11巻12号

昭和６年（1931） 新年号「クロール泳法 第４節 レースの繊細な点」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻１号

１月「一九三〇年〜三一年への展望」『スポーツマン』第10巻第１号

２月「クロール泳法 第５節 他の人々の泳法」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻２号

３月「クロール泳法 ビートに就いて」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻３号

４月「クロール泳法 第６節 完全なクロール」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻４号

５月「来朝を予想される米国選手のこと」 『水泳界』 創刊号
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５月「クロール泳法 第７節 私の練習法」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻５号

６月「クロール泳法 ８節 身体の調子を私はどう整へて置くか」

ワイズミュラー著 上野徳太郎訳 『運動界』12巻６号

８月 上野訳出、ハンドレイ「クロール泳法」

『運動画報』第一巻第４号

９月 座談会 日米対抗水上競技大会予想座談会『水泳界』９月号

昭和８年（1933）５月「ロン・マイヤース物語」 『オリンピック』 ５月号

昭和９年（1934）４月「日本選手はどう活躍するか」第十回極東大会の豫想

『文芸春秋』 第12巻第４号

昭和15年（1940）４月「石本己四雄の逝去を悼む」

『水泳』（72）日本水上競技連盟機関雑誌

昭和18年（1943）６月「国民皆泳」 『週刊毎日』25号

昭和18年（1943）７月＊「水泳と武道」 『體育日本』21巻７号

昭和24年（1949）３月「楽しい見方、味い方 水泳」 『生活科学』７巻３号

昭和24年（1949）７月「古橋はなぜ速く泳ぐ」 『こども科学教室』第３巻７号

昭和24年（1949）７月「水泳誌上コーチ」 『小学四年生』７月号

昭和24年（1949）８月「水泳選手になるまで」 『小学四年生』８月号

昭和25年（1950）７月「クロールとブレストの泳ぎ方」 『小学六年生』７月号

昭和28年（1953）７月「夏と運動」 『机』第４巻７号

昭和28年（1953）８月「どうしたら泳げるか―だれでもできる水泳上達法」

『中学時代』８月号

昭和30年（1955）４月＊「創刊号に寄せる」 水泳研修会『会報』創刊号

６月「上野徳太郎氏に水泳指導について聞く」 『新体育』６号

７月＊「野島流覚書」 水泳研修会『会報』第２号

12月＊「古流派片々記」 水泳研修会『会報』第３号

昭和31年（1956）７月「組泳ぎの提唱 水泳教材への考案」 『新体育』26巻７号

昭和31年（1956）８月「女子の水着の変遷」 『体育の科学』第６巻８号

昭和32年（1957）６月「組泳ぎの指導」 『体育の科学』第７巻６号

昭和32年（1957）７月「水泳事故防止の重点」 『新体育』27巻７号

昭和32年（1957） 「世界の平およぎ王」 『スポーツと冒険物語』

昭和32年（1957）７月「水泳事故防止の重点」 『新体育』27巻７号

昭和33年（1958）３月＊「扇足指導と向井流の踏足について」

師上野徳太郎について 第１章

41



『水泳指導者協会会報』２号

７月＊『河童三昧』（加藤石雄著、破塵閣書房）の推薦文執筆

昭和33年（1958）７月「楽しい組泳ぎ」 『新体育』28巻７号

昭和34年（1959）７月「海浜の水泳指導」 『新体育』29巻７号

昭和34年（1959）11月＊「秋窓泡言集」 『水の音』復刊５号

昭和35年（1960）７月＊「緑蔭泡言奇語」 『水の音』復刊７号

昭和35年（1960）11月＊「水泳備忘録」 『水の音』復刊８号

昭和36年（1961）８月「図解理科水泳」 『小学三年生』８月号

昭和36年（1961）８月「水泳と安全」 『新体育』31巻８号

昭和36年（1961）８月＊「日本泳法を考える」 『第６回日本泳法大会』プログラム

昭和37年（1962）８月「特集その１ 水泳入門」 『母の友』８月号

昭和37年（1962）９月＊「水に花開く日本泳法の粋」『人物往来歴史読本』第７巻10号

昭和38年（1963）４月「随筆 あの日あの頃 水泳インカレ誕生」

『早稲田スポーツ新聞』34号 ２面

昭和38年（1963）７月「水泳に強くなるには」 『こども家の光』39巻７号

昭和38年（1963）８月＊「水泳者の思い」 『第８回日本泳法大会』プログラム

昭和39年（1964）１月＊「たもッつァん−いまや亡し」・「5運動界8で見つけた永田

義章先生の思い出話」 『水の音』復刊13号

昭和40年（1965）８月「小学三年生の水泳教室 元気におよごう」

『小学三年生』８月号

昭和41年（1966）１月＊「偲ぶ草 ふたもと」 『水の音』復刊16号

昭和42年（1967）７月「水泳指導者講習会参加者へ望む」 『新体育』37巻７号

昭和42年（1967）７月＊「諸手伸について」 河童会 『河童』19号

昭和43年（1968）１月＊「水泳近頃雑感」・＊「向井流平水について」

向井流水法会『水魚』４・５合併号

昭和43年（1968）７月＊「向井流水法というもの」 『新体育』38巻７号

昭和44年（1969）７月 「水泳管理における監視への提言」 『新体育』39巻７号

昭和44年（1969）７月＊「日本泳法雑感」 向井流水法会 『水魚』６号

昭和45年（1970） ＊「古流水泳にみる実践的用意」 『武道学研究』３巻１号

昭和46年（1971）１月＊「忘れられない温顔中尾たもッつァん」『泳ぎと中尾さん』

（毎日新聞社浜寺水練学校 校友会浜寺水陽会）

昭和47年（1972）３月＊「佐々木先生の思い出」 『水の音』復刊23号

昭和47年（1972）８月「水泳のトレーニングと技術の歴史」 『新体育』42巻８号
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昭和47年（1972）９月「身の回り体育史 昔の日本の競泳泳法」『新体育』42巻９号

昭和47年（1972）12月「身の回り体育史 芝浦の極東大会など（一）あれや是也の話

題」 『新体育』42巻12号

昭和48年（1973）５月「身の回り体育史 安房北條の昔語り・水陸強者どもが夢の跡」

『新体育』43巻５号

昭和48年（1973）６月＊「身の回り体育史 浜町河岸の水練場風景・軒を並べた古流

各派」 『新体育』43巻６号

昭和48年（1973）６月＊「小林高ちゃんを憶う」 『水の音』復刊24号

昭和48年（1973）８月「身の回り体育史 日本最初のクロール指導書 スピード・ス

イミングと大日本游泳術」 『新体育』43巻８号

昭和49年（1974）８月＊「人間大博士 加藤石雄先生」

『水の音』加藤摩訶蛙先生追悼号

昭和50年（1975）７月３日・７日＊「日本泳法解説」（練馬区プール開きでの解説テー

プ起こし文）

昭和50年（1975）８月＊「武徳会最初の先生」 『踏水会八十年史』

昭和56年（1981）５月＊「誕生十周年とは驚いた」『若鮎会（十周年記念誌）』

３．水泳以外に関する業績

上野徳太郎は、運動競技関係に関わる新聞記者となり、大学の体育教員の立場から

体力や運動方法について著わし、いくつかの競技スポーツや歴史的な見識や回想を述

べ、自己の運動歴なども披歴しています。これにより運動競技への関心や経験などが

読み取れます。

現在確認できたものは以下の通りです。

１）単著書

昭和15年（1940） 『体力章合格練習法』 三省堂

昭和17年（1942） 『女子体力章合格練習法』 三省堂

昭和19年（1944） 『男子体力章検定の鍛錬』 晴南社

昭和19年（1944） 『女子体力章検定の実際』 晴南社

昭和32年（1957） 『近代日本スポーツ小史 （明治・大正編）』 前野書店

昭和36年（1961） 『スポーツマンの読むべき本』 新潮社
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２）雑誌等への執筆

（１）『運動界』（運動界社）

大正13年（1924）11月 「短距離競走訓」 第５巻11号

大正14年（1925）１月 正月号 「メリディス氏雑言録」 ６巻１号

大正14年（1925）３月 「国民体育と教導者」 ６巻３号

７月 「極東大会 陸上競技の感想」 ６巻７号

大正15年（1926）１月 正月号 「十種競技と織田君」 ７巻１号

５月 「トラック練習の注意事項」 ７巻５号

昭和２年（1927）２月 「ハードリングのフォームの変遷」 ８巻２号

７月 「名実兼備の第一人者 日本の有するハードル界の至実」

８巻７号

昭和３年（1928）２月 「温順しい真面目な中澤君」 ９巻２号

11月 「千手観音のような人見さん」 ９巻11号

11月 「学生対仏競技を見る」 ９巻11号

昭和４年（1929）４月 「第一回陸上競技インタカレヂの思い出」 10巻４号

11月 「日独対抗陸上競技の印象」 10巻11号

昭和５年（1930）８月 「第３回国際女子競技大会を迎へて」 11巻８号

昭和６年（1931）６月 「陸上競技二題」 12巻６号

（２）『新体育』（新体育社）

昭和32年（1957）８月 「運動記者の見た体育・スポーツ」 第27巻８号

昭和39年（1964）12月 「オリンピックの印象」 第34巻12号

昭和41年（1966）９月 「幼き日の思い出」 第36巻９号

昭和43年（1968）６月 「身の回り側面史 明治百年スポーツ」 第38巻６号

昭和44年（1969）９月 「弘田親輔さんを憶う」 第39巻９号

昭和47年（1972）10月 「身の回り体育史 柔道と拳闘の大試合 かすかな記憶の

数々」 第42巻10号

昭和47年（1972）11月 「身の回り体育史 レスリングの秋の夜ばなし」

第42巻11号

昭和48年（1973）１月 「身の回り体育史 芝浦の極東大会など（二）三段跳、お

目見得」 第43巻１号

２月 「身の回り体育史 だるまシャツやサッポターなど上野の

山でスパイクをはく」 第43巻２号
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３月 「身の回り体育史 東大運動場の語り草」 第43巻３号

４月 「身の回り体育史 帝大運動場にニジム小史 話題無数」

第43巻４号

７月 「身の回り体育史 東京運動記者クラブのことども 早慶

野球復活、軟式庭球統一に大奔走」 第43巻７号

９月 「身の回り体育史 マーフイーやムッサビニーの陸上競技

書―陸上日本の中興期の話題」 第43巻９号

10月 「身の回り体育史 陸軍戸山学校見聞記（上） 七十余年

の軍体育の本山」 第43巻10号

11月 「身の回り体育史 陸軍戸山学校見聞記（中） 訓練は綿

密な計画で進められた」 第43巻11号

11月 「身の回り体育史 陸軍戸山学校見聞記（下） 硬軟とり

どりの話題集」 第43巻12号

（３）『早稲田学報』（早稲田大学校友会）

昭和31年（1956） 「古本漫歩」 10月号復刊第10巻８号

昭和37年（1962） 「朗らかな話」 ４月号復刊第16巻８号

昭和40年（1965） 「早稲田スポーツの名物男 がんちゃん」 復刊19巻８号

昭和47年（1972） 「古希を超えてのボクシング審判親友高木君のこと」

復刊第26巻７号

昭和54年（1979） 「お元気ですか」 復刊第33巻１号

（４）『早稲田スポーツ』（早稲田スポーツ新聞会）連載

昭和35年（1960）10月 「秋の戸塚運動界」 ９号 ２面

11月 「懐しい“早稲田ランチ”」 ２面

12月 「ｋさんの万年補欠」 12号 ２面

昭和36年（1961）１月 「相撲部 はだしでラグビー」 13号 ２面

４月 「靴脱ぎ石」 14号 ３面

５月 「○○子ちゃん」 15号 ４面

６月 「穴八幡さま連想」 16号 ２面

９月 「競走部のお婆ァさん」 17号 ２面

10月 「『佐渡おけさ』出現」 18号 ２面

11月 「板裏ぞうり懐古」 20号 ２面
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12月 「平井武君とジョーディン」 21号 ２面

昭和37年（1962）１月 「最初の箱根駅伝始末記」 22号 ２面

４月 「ボートからこわ色や」 24号 ２面

５月 「懐かしの歌ごえ」 25号 ２面

６月 「早稲田良いとこ」 27号 ２面

９月 「恋しや部長先生」 28号 ２面

10月 「箱根往復走破挫折」 29号 ４面

11月 「早稲田最高の万能選手浅岡の信さん」

31号 ２面

12月 「シーズン・オフも楽し」 32号 ２面

昭和38年（1963）１月 「横浜外人との初競技」 33号 ２面

６月 「房州北条奇談」 36号 ２面

９月 「第１回陸上競技」 37号 ２面

11月 「転居の王様」 39号 ２面

12月 「おお「中央校庭」 40号 ２面

昭和39年（1964）１月 「練習効果を狙った人々」 41号 ２面

４月 「マニラみやげの円盤投法」 42号 ２面

６月 「早稲田と島田の縁結び」 44号 ２面

９月 「新感覚庭球人」 45号 ２面

昭和40年（1965）１月 「早稲田の冬の思い出」 48号 ２面

４月 「早稲田代表の刈込召集係」 49号 ２面

９月 「相模洋大震余話」 53号 ２面

＜随筆 あの日あの頃＞より

（５）『学校体育』（日本体育社）

昭和28年（1953）５月 「随筆春窓漫語」

昭和31年（1956）８月 「私のスポーツ歴」 昭和31年８月号

（６）『柔道』（講道館）

昭和19年（1944）９月 「鍛錬の事」 第15巻８．９月号

昭和24年（1949）４月 「修行の思い出」 第20巻４月号

昭和29年（1954）10月 「われもし東軍監督ならば」 第25巻10号

昭和30年（1955）１月 「野次馬意見」 第26巻１号
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（７）『第八回極東選手権競技大会 報告書』（大日本体育協会編）

昭和３年（1928）６月 「選手権二つを掌握した陸上競技」

（８）『オリムピック』（大日本体育協会）

昭和８年（1933）５月 「ロン・マイヤース物語」 第11巻第５号

昭和13年（1938）４月 「海南先生放談会」 第16巻第４号

昭和13年（1938）５月 「海南先生放談会」 第16巻第５号

昭和13年（1938）８月 「運動記者ノートから」 第16巻第８号

（９）『スポーツマン』（大正12年：中央運動社、昭和２年〜：スポーツマン社）

大正12年（1923）４月 「一致団結して」 第２巻第３号

昭和２年（1927）６月 「東西対抗の印象」 第６巻第６号

昭和２年（1927）10月 「陸上競技戦ひの跡」 第６巻第10号

昭和６年（1931）１月 「一九三〇年〜三一年への展望」 第10巻第１号

（10）『運動画報』（豊国社）

昭和６年（1931）６月 「閑談漫語」 第１巻第２号

昭和６年（1931）８月 ハンドレイ「クロール泳法」上野訳出 第１巻第４号

昭和９年（1934）９月 「今週来朝米国陸上選手一瞥」 第３巻第１号

（11）『スポーツ評論』（スポーツ評論社）

昭和９年（1934）６月 「女子競技夜話」

（12）『體育日本』（大日本体育協会）

昭和14年（1939）２月 「陸上競技漫語」 第17巻第２号

昭和15年（1940）４月 「體力章合格雑言」 第18巻第４号

昭和16年（1941）４月 「運動古書抄」 第19巻第４号

（13）『生活科学』（生活科学化協会）

昭和21年（1946）12月 「冬の保健と衛生 冬の家庭鍛錬」 ４巻10号

（14）『装苑』（文化服装学院出版局）

昭和38年（1963）７月 「表紙の話題、スポーツと服装 水泳」
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第18巻７号（７月号）

（15）『学生』（研究社出版）

昭和26年（1951）２月 「読書案内―スポーツ書その他」 35巻11号

（16）『今日の東京なんでもわかるバイブル』（自由国民社）

昭和28年（1953） 「スポーツ場」 第７集

（17）『受験と学生』（研究社）

昭和26年（1951）12月 「疲労回復法」 第38巻８号

（18）『女子体育』（日本女子体育連盟）

昭和37年（1962）９月 「秋窓雑念」 第４巻９号

昭和38年（1963）12月 「鼻緒をしっかりゆびにはさみ」 第５巻12号

（19）『スポーツ年鑑』（大阪毎日新聞社）

昭和３年（1928） 「一九二七年度の回顧」 昭和３年版Bの巻

昭和４年（1929） 「昭和三年を顧みて」 昭和４年版

（20）『体育科教育』（大修館）

昭和29年（1954）９月 「秋窓雑記」 第２巻10号

昭和37年（1962）６月 「奇語雑語」 第10巻７号

昭和37年（1962）７月 「夏の読書 すすめたい本」 第10巻８号

昭和36年（1961）８月 「海と山の医学」 第５巻５号

（22）『日本女子オリンピック年鑑』（中央運動社）

大正13年（1924） 「女子のオリンピックゲーム」 大正13年度

（23）『日本庭球』（日本庭球社）

昭和18年（1943）３月 「庭球人と體力章検定」 第２巻３号

昭和18年（1943）９月 「體力章検定餘話」 第２巻９号
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（24）『年鑑』：創立三十周年記念（関東学生陸上競技連盟）

昭和26年（1951） 「初期・学生對校競技の思い出」

（25）『陸上競技マガジン』（ベースボールマガジン社）

昭和52年（1977）４月 「大先輩と対話」《上野徳太郎》 第27巻５号

（26）『陸上日本』（日本陸上競技連盟）

昭和15年（1940）４月 「想い出す人々（一）」 第４号

昭和15年（1940）５月 「想い出す人々（二）」 第５号

昭和15年（1940）６月 「想い出す人々（三）」 第６号

（27）『ローンテニス』（ローンテニス社）

昭和17年（1942）10月 「千里善走法の抄解」 第８巻10号
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［結 語］−上野徳太郎が伝えた向井流泳法と向井流東京の存立位置−

前述したように上野徳太郎が残した向井流泳法は、総合的に俯瞰すると、笹沼勝用

が東京で向井流の泳法の伝承を開始して以来の向井流泳法を、日本泳法という立場か

ら見直し、ある種独自の向井流観ともいえる視点から再現したものとも考えられま

す。

上野徳太郎に依る向井流泳法の伝承の中で、東京で伝承活動を展開して後継者を育

成し今日の継続に結びついていることは、向井流泳法の普及・存続の上で大きな功績

でした。加えて、向井流の伝承にとどまらず、日本泳法界にあって伝承泳法の普及発

展に寄与したことも向井流泳法を大切にしてきた姿勢として評価すべき貢献であった

と考えています。

上述のように上野徳太郎からの伝承は「向井流東京」の中で継承していますが、そ

の存立位置は、大雑把ながら以下のようなことではないかと捉えています。

御船手として必然性を要して修錬した泳法が、向井家を通じて水泳の修錬方法とな

り、それを会津藩が学び、学んだ会津藩は自藩の中で発展させ、会津藩で発展した向

井流の伝承を受けた会津藩士が佐倉藩に召し抱えられて、その伝承を伝えることとな

りました。佐倉藩で伝承された泳法は、廃藩置県後同藩士笹沼勝用によって東京へと

伝承地を変えたのでした。その後、その弟子達がその時代性の中で東京という地と必

要性などから向井流の泳法に工夫を加え伝承してきたことは明らかです。この流れの

中から昭和期に登場した人物の一人が上野徳太郎だったのでしょう。その上野徳太郎

は、戦後向井流と日本泳法の普及発展に尽力をしました。また、向井流を伝える教導

の場を拡げていった足跡が、今日も向井流東京の団体がほとんどそのままに存続して

いることです。

再度申し述べますが、向井流東京は、上野徳太郎を語らずして語れません。

上野徳太郎が求めた日本泳法向井流は、報道者・体育指導者という経歴と現在的な

解釈に立って、多くの人々に門戸を開き、その人の目的にあった伝承泳法の味わい方

或いは楽しみ方を示唆してきたようにも思われます。

上野徳太郎は、晩年、「私の跡を継ぐ必要はない」と弟子たちに伝えています。

つまり、家元という制度を継承する必要はないと言っています。

その意味では、上野徳太郎という伝承者からの教導を、向井流東京の各団体が受け

継ぎ、5向井流東京連絡会8という組織として守り継承していくことが、現在的な形態

の一つと捉えられます。

また、現在、向井流の伝承を持つ団体間の組織5向井流連絡会8の存在は、日本泳
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法全体の知名度や普及が低下していく中、お互いの存続のあり方を尊重しつつ刺激や

協力をすることで各団体の発展的な存続を図っていく一助となり、次章で述べるとこ

ろの5向井流東京連絡会8においても上野徳太郎に学び伝承されてきたことを再認識

する一助になるかと考えています。
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付録【上野徳太郎 略年表】

和暦 西暦 年齢 月日 主な足跡と活動内容

明治35年 1902 １月７日 ・上野八十吉の長男として東京市下谷区（現、東京都台

東区）根岸に生まれる

明治41年 1908 ６歳 ・幼少（６歳頃）より父につき、戸塚派揚心流柔術の修練

を行う

深井子之吉より笹沼流を学ぶ

・尋常小学校・金曾木小学校に６年間通う

大正３年 1914 12歳 ・鈴木正家より向井流を学ぶ

大正４年 1915 13歳 ４月 ・私立順天中学（神田の猿楽町）に入学する

大正６年 1917 15歳 ５月 ・第３回極東大会に刺激され、陸上競技に興味を持つ

大正７年 1918 16歳 ２月17日 ・第１回10哩短縮マラソン（東京帝大―板橋間）に参加

する

大正８年 1919 17歳 ４月

５月

秋

・早稲田大学入学（政治経済学部、予科２年本科３年）、

５年間の学生生活を送る（在学中は、陸上競技を主体

としてラグビー、バスケットボール、柔道等に勤しむ）

・早稲田大学競争部に入部する

・講道館柔道に入門する（２段に編入される）

大正９年 1920 18歳 ・早稲田大学ラグビー部に入部する（卒業後７，８年の

間 OBリーグに出場）

大正10年 1921 19歳 ・講道館柔道３段となる

大正11年 1922 20歳 11月４日 ・第10回全日本陸上競技選手権大会 800メートルリ

レー ２位

大正12年 1923 21歳 11月10日 ・第11回全日本陸上競技選手権大会 200メートル

ロー・ハードル ２位となる

大正13年 1924 22歳 ３月 ・早稲田大学政治経済学部卒業

・講道館柔道４段となる（後、５段を許される）

大正14年 1925 23歳 ２月16日 ・東京日日新聞社（現、毎日新聞社）に入社する

昭和２年 1927 25歳 ８月27日〜

９月３日

・第８回極東選手権競技大会に陸上競技コーチングス

タッフとして参加する

昭和５年 1930 28歳 ５月

24日〜31日

・第９回極東選手権競技大会に宣伝委員として参加する

昭和６年 1931 29歳 ４月 ・日本水上競技連盟編集委員となる（昭和７年迄）

昭和８年 1933 31歳 ７月 ・日本水上競技連盟標準泳法委員となる（昭和11年迄）

昭和15年 1940 38歳 ９月

21日〜23日

・第11回明治神宮国民体育大会において、奉納日本泳法

演技で向井流を披露する （平泳・邯鄲・水車）
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昭和16年 1941 39歳 ９月 ・第12回明治神宮国民体育大会において、水上競技委員

として参加する

・日本水上競技連盟泳法委員並びに水泳史研究会のメン

バーとなる

昭和18年 1943 41歳

10月30日

・壮年庭球ダブルス順位で関東第１位、全日本第７位と

なる

・『日本の水術』を晴南社より出版する

昭和21年 1946 44歳 ４月 ・日本水泳連盟常務理事に就任する（昭和32年迄）

昭和24年 1949 47歳 ・練馬区水泳連盟組織化に貢献する

昭和25年 1950 48歳 ６月 ・早稲田大学体育部臨時講師（当時体育局）となる

昭和30年 1955 53歳 ２月 ・毎日オリオンズ（現,千葉ロッテマリーンズ）、春の合

宿トレーナーとして参加する

昭和31年 1956 54歳 ７月 ・第１回日本泳法大会 資格審査委員主座を務める

（昭和52年第21回大会迄）

昭和32年 1957 55歳 １月６日 ・毎日新聞社を定年退職する

昭和34年 1959 57歳 ４月

７月

・東京体育館主催事業として、一般水泳並びに向井流の

指導をする

後に「向井流東京游泳所」、さらに「向井流水法道場」

に発展する

・向井流の指導を開始する

・大洋ホエールズ（現,横浜ＤｅＮＡ ベイスターズ）の

トレーナーとなる（昭和35年迄）

昭和36年 1961 59歳 ４月

７月

・『スポーツマンの読むべき本』を出版する

・早稲田大学専任講師となる

・日本体育協会会賓 日本陸上競技連盟東京都体育指導

員

・日本水泳連盟オリンピック準備委員会「スポーツ科学

技術委員会」のメンバーに任命される

・日仏学生柔道協会参与

昭和37年 1962 60歳 ・第11回日本泳法研究会（湯河原）に於いて向井流の発

表をする

昭和38年 1963 61歳 ７月13日

〜16日

・会津若松市営プールにて 北海道・東北・関東地区水

泳指導者講習会の講師を勤める

昭和39年 1964 62歳 １月７日

４月

６月23日

10月15日

10月30日

・毎日新聞社 終身名誉職員となる

・早稲田大学教育学部教授に就任する

・日本体育協会参与・日本水泳連盟理事、同指導者、検定

員・大日本体育会陸上戦技部、同指導部幹事など歴任

・第18回オリンピック東京大会競技役員を委嘱される

・オリンピック東京大会記念・日本泳法演示会にて

向井流「抜手」を演ずる（芝ゴルフプール）

・日本水泳連盟よりオリンピックに協力したことで5功

労賞8を受賞する
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昭和45年 1970 68歳 ・中野の東京アスレチッククラブで日本泳法を指導する

昭和47年 1972 70歳

３月31日

・東京アスレチッククラブにて、日本泳法の指導及び顧

問に就任

（昭和47年〜平成３年）

・品川区荏原文化センタープール「若鮎会」において、競

泳初心者クラスを担当、後に常任講師となり向井流も

教える

・早稲田大学を退職する

昭和48年 1973 71歳 ・「昭和48年度 水泳指導者講習会」にて

（日本水泳連盟普及委員会委員として）講師を務める

・中野サンプラザ「土曜会」において、一般水泳指導員有

資格者に向井流を指導（約25人）する

・高田馬場ビッグボックス「向井流水法道場」にて指導

する

昭和49年 1974 72歳 ４月 ・「勲四等瑞宝章」（スポーツ部門）を受賞する

・ビッグボックス「潮会」（代表；載間）において向井流

を指導する

昭和50年 1975 73歳 ３月

４月18日

・中野サンプラザ「千尋会」（代表；戸津）において向井

流を指導する

・練馬区プール開きで、日本泳法の解説、及び向井流を

披露する

昭和51年 1976 74歳 ８月１日 ・向井流水法道場本部会発足（昭和51年―昭和55年会長

に就任する）

昭和53年 1978 76歳 ３月

11日

・第27回日本泳法研究会にて『向井流の泳ぎ』を発表す

る

・日本水泳連盟日本泳法『範士』の称号を得る

昭和54年 1979 77歳 ・雪ヶ谷スポーツクラブ日本泳法部門、顧問に就任する

昭和55年 1980 78歳 ９月 ・向井流水法道場本部会を勇退する

昭和56年 1981 79歳 春 ・東京都練馬区桜台病院に入院する

平成３年 1991 89歳 ３月６日 ・心不全にて逝去

菩提寺：「永稱寺」東京都台東区根岸３-12-44

（第１章文責者：細羽かほる・茨田篤子・中原隆子、編集協力：茨田政彦）
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