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第１節 基本技

１．平泳
ひらおよぎ

写真４−２ 構え側面写真４−１ 構え

写真４−３ 突き出し 写真４−４ 突き出し

写真４−６ 拝み手写真４−５ 押さえ
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・目的：本来は、長く泳ぎ続けるための泳ぎであったと考えられますが、現在では流

れや波に対することを想定した泳ぎを基本の『型』としています。（以下は

『型』に基づく説明）

・姿勢：正面からの波や流れに対して前の肩から突き進むことを想定し、後方の肩を

幾分高く保ったままの斜めに構えた半立体の体勢です。

・動作：両手を胸の前で、手のひらの間を拳一つ程とした「拝み手」に構え、斜体を

保ったまま泳ぎます。先手になる親指の付け根にもう一方の親指の先が来る

ようにします。

両腕の突き出しは気迫を込めて勢いよく行い、その後、手のひらを下に向け、

水を斜め後方へ押さえ掻きし、少し掻き上げながら胸元の位置に戻します。

足捌きは、斜めの縦扇りとなり、扇り終いには足先を揃えます。

「留意点」

・半立体のまま、力強く進んでいること。

・後方側の肩並びに顎は、常に水上にあること。

・常に目標を両目で見据えながら、押さえ掻きをするときに身体の上下動が無

いように泳ぐこと。

・腰はしっかりと据え、腕の突き出しの度に捻ったり、脚を引き付けるとき横

に突き出る様な動きにならないこと。

・脚を引き付けるとき、身体が沈まないこと。

・腕の掻き始めと同時に扇り終えた脚を引き付けるので、体が沈まないよう、

しっかりと水を押さえること。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃え、ていねいに一礼をします。

なお、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かっ

て一礼をします。

② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。
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④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。

⑤ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

進行方向に向き、少し身体を上げて一礼した後、一度両手を外側に開き掻くと

同時に一扇りします。

⑦ 平泳開始

両手を胸の前で「拝み手」に構え鋭く突き出します。

⑧ 平泳の演技動作

＜手腕の動き＞

左右開きながら押さえ少し掻き上げます。

＜足脚の動き＞

斜めの縦扇りで、扇り終いは足を揃えます。

＜身体の動き＞

斜めに構えた半立体で、体位は50度程に保ちます。

⑨ 演技おわり

先ず、進行してきた方向に向き直し、余裕を持って（残心）平水を行なった後、

身体を少し上げて一礼、一礼後退水場所に平泳で移動します。

⑩ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。

２．平掻
ひらかき

写真４−７ 右手前 写真４−９ 左手前写真４−８ 側面

・目的：力を抜いて緩やかに移動する時に用いたり、時には波を越える時にも応用し

ます。

・姿勢：目標に向けて両肩と顔を真っ直ぐに保ちます。構えとして上半身を40度程に
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保ち、腰を動かさず背中を水上に出したままの体勢です。

・動作：縦の扇り足を用います。伸ばした先手に乗って左右均等な扇り足で、同じ側

の腕と脚を同時に前方へ出して進みます。

前に出す足は膝を柔らかく引き上げて足の裏をできるだけ正面に向けるよう

にしながら、足の裏全体で水をとらえ、後ろに出す脚は足首のスナップを効

かせて扇ります。

腕は手のひらを下に向け肩前に伸ばし、脇を締め肘を曲げること無く腕全体

を使って大腿部まで押さえ掻きをします。掻き終えた腕は、余分な抵抗を受

けないように身体に沿って胸前に戻し、再び肩の前へ伸ばします。

「留意点」

・脚を引くとき、上下動しないこと。

・大股にゆっくり、あたかも「水中を歩くが如く」を目標とすること。

・身体の軸がブレないように伸ばした先手に乗って左右均等な扇り足を行うこ

と。

・腰は捻らず、扇る時に膝が開いたり、足先が外側を向いたりしないようにす

ること。

・扇り終いは足先を揃えること。

・脚を引くときに膝が割れないようにすること。

・手先は指を揃えること

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃え、ていねいに一礼をします。

なお、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かっ

て一礼をします。

② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。

④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。
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⑤ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

進行方向に向き、少し身体を上げて一礼した後、一度両手を外側に開き掻くと

同時に一扇りします。

⑦ 平掻開始

手のひらを下に向け、抵抗少なく胸前より肩の前方に手先を伸ばします。

⑧ 平掻の演技動作

＜手腕の動き＞

脇を締め、肘を曲げず押さえ掻きをします。

＜足脚の動き＞

縦の扇り足を用います。

＜身体の動き＞

同じ側の腕と脚を同調させて動かします。

両肩と顔を目標に真直ぐ向け体位は40度程に保ちます。

⑨ 演技おわり

先ず、進行してきた方向に向き直し、余裕を持って（残心）平水を行なった後、

身体を少し上げて一礼、一礼後退水場所に平泳で移動します。

⑪ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。

３．抜手
ぬきで

写真４−10 右手抜き 写真４−11 左手抜き
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写真４−13 前方への戻し写真４−12 水面と水平に戻す

・目的：定めた目標に向かって、急ぎ泳ぐための泳ぎです。

現在では、静かに手を抜き上げる『型』としての泳ぎを主に行っています。

・姿勢：常に目標に顔を向け目を離さず、身体を前傾させて泳ぎ進みます。

・動作：縦の扇り足を左右交互に用います。強い扇りと前方に伸ばした先手に乗りな

がら後方の腕を抜き上げます。抜き上げた腕は、一瞬間を取り、水面と平行

に半円を描いて前方へ運びます。前方に運んだ手は、肩先ほどで入水しま

す。

「留意点」

・前方の目標から目を離さず、頭を上下動させないこと。

・腕を抜き上げるとき、手先のみが高くならないこと。

・肩の前で入水した手が、顔の中心線を超えないこと。

・扇り足は、左右均等で、バランスが取れていること。

・指を揃え、掌を傾けず入水すること。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃えていねいに一礼をします。な

お、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かって

一礼をします。

② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。
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④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。

⑤ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

進行方向に向き、少し身体を上げて一礼した後、一度両手を外側に開き掻くと

同時に一扇りします。

⑦ 抜手開始

伸ばした腕に体を乗せ右手より抜き（抜手泳ぎの場合右手から抜くのを原則と

します）、後方で静かに抜き上げます。

⑧ 抜手の演技動作

＜手腕の動き＞

肘を曲げず押さえ掻きし、後方で抜いて一瞬保ちます。

＜足脚の動き＞

縦扇りを交互に行います。

＜身体の動き＞

半立体で、体位は45度程に保ち、右手を抜くときは真足
しんあし

（前になる足）が右と

なり、左手を抜くときは、真足が左となるように同じ側の手足を動かし腕を抜

きます。

⑨ 演技おわり

先ず、進行してきた方向に向き直し、余裕を持って（残心）平水を行なった後、

身体を少し上げて一礼、一礼後退水場所に平泳で移動します。

⑩ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。

４．肩指
かたさし

写真４−15 伸び 写真４−16 前方を注視写真４−14 構え
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写真４−17 構え 写真４−19 伸び写真４−18 足の開き

・目的：流水渡りなどに用いる向井流の急速泳法です。

・姿勢：横泳ぎの姿勢よりもやや伏せ気味の所謂K斜横体Lの体勢を保って泳ぎます。

・動作：目標を注視し、顔の下になる側を水面に浸けたままにし、脚は扇り足を用い

ます。先手は胸の前から徐々に伸ばし押さえ掻きで元の位置に戻し、掻き手

は手脇をしっかり締め半円を描くように腿まで強く掻きます。掻き終えた

ら、できるだけ体に沿って元の位置に戻します。

なお、先手の指先は漂流物などから頭部を守る目的で、水面から少し立て気

味に出します。

「留意点」

・原則、鼻呼吸で泳ぐこと。

・勢いを衰えさせず、間断無く泳ぎ進むこと。

・できるだけ水面に近いところで、水面に対して平行な扇り足を用いて泳ぎ進

むこと。

・伏せがちにならず、斜横体の姿勢を保って泳ぐこと。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃えていねいに一礼をします。な

お、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かって

一礼をします。

② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。
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④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。

⑤ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

進行方向に向き、少し身体を上げて一礼、一度両手を外側に開き掻くと同時に

一扇りします。

⑦ 肩指開始

胸の前で構え、先手を肩の前方にさし出します。

⑧ 肩指の演技動作

＜手腕の動き＞

先手は伸ばし切った時指先を水面上に少し出し、受手は身体に沿って大腿部前

面まで掻きます。

＜足脚の動き＞

脚はできるだけ水面に平行な扇り足を行う。

＜身体の動き＞

横体姿勢より顔と肩を水面に対して30度程伏せた斜横体姿勢を保ちます。

⑨ 演技おわり

先ず、進行してきた方向に向き直し、余裕を持って（残心）平水を行なった後、

身体を少し上げて一礼、一礼後退水場所に平泳で移動します。

⑩ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。

５．平水
へいすい

写真４−20 平水左足前 写真４−21 右足前
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写真４−23 手前写真４−22 手後ろ

写真４−24 膝前より八の字に押え掻き

・目的：向井流の立泳ぎの基本形で、静止はもとより、前後左右への移動も可能で、

その脚捌きは多岐に応用されます。

・姿勢：上体をやや前傾させ立体で、両肩を水上に現し、顔は正面を向けた体勢で泳

ぎます。

・動作：脚は、片扇り足、両扇り足どちらでもよく、大きく緩やかに、かつ円滑に行

います。

腕は、上腕を体側に添わせ自然に垂らし、脇を締めます。肘から下の部分は

少し外側へ離し、掌を下向きのまま斜め後方へ漢字の「八」を描くように押

し手を行います。

「留意点」

・両肩は常に水上に在り水面に現れた背中をヒタヒタと水が打ち寄せる程度

で、波立てないこと。

・扇り足はゆっくりと大きく行い、膝や足先が外側を向かないこと。

また、扇りによって体が上下しないように、扇り終いに足先を揃えて調整す

ること。
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・押し手は緩やかに、手のひらを見せないように行うこと。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃え、ていねいに一礼をします。

なお、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かっ

て一礼をします。

② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。

④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。

⑤ 目付け

目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

その場で少し身体を上げて一礼した後、両肩と背中の一部を水上に現します。

⑦ 平水開始

顔を正面に向けて、緩やかに静かな動作を行います。

⑧ 平水の演技動作

＜手腕の動き＞

脇をしめて、肘から先を漢数字の「八」の字を描くように動かします。

＜足脚の動き＞

縦扇りの足捌きを行います。

＜身体の動き＞

少し前掛かりの立体姿勢を保ちます。

⑨ 演技おわり

その場で余裕を持って（残心）を行なった後、身体を少し上げて一礼、一礼後退

水場所に平泳で移動します。

⑩ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。
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６．諸抜手
もろぬきで

写真４−25 写真４−26

・目的：游泳中の物見、或いは船べりに跳びつく時などに用いられることが想定され

た実用的な泳ぎです。

・姿勢：平泳ぎの平体から立体へと変化させる泳ぎで、水面に伏した体勢から一気に

上体を垂直に起こし跳飛します。顔と両肩は常にまっすぐ目標に向けた構え

を維持します。

・動作：平泳ぎを２回泳いだ後、両腕を前方へ伸ばし、すぐさま小さく水を押さえる

と同時に小さく扇り、瞬時に大きく強い扇り足を連続して行ないます。そし

て、この強い扇り足を利用して両腕を後方へ掻き抜き、水面から腰の辺りま

で高く跳飛します。掻き抜いた腕は素早く前方へ戻し、顔の水没を防ぐた

め、足では小さな扇り足と手では水を押さえます。

「留意点」

・水上高く跳び上がるには、瞬時に小さな扇り足から大きく強い扇り足へとバ

ランスよく扇れるように意識して脚力を鍛錬すること。

・通常、３回以上の奇数回を一定の高さで繰り返して跳飛すること。

・跳飛前に身体を前に伏し、腰の位置を高くするのに合わせて小さな扇り足を

用いること。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃えていねいに一礼をします。な

お、審査等の場合は審査員に向かって一礼、来賓のある場合は主賓に向かって

一礼をします。
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② 入水後

後ろ向きで入水し、直ちに頭まで一気に潜ります。

③ 移動

向きを変え平泳で目的地点まで移動します。

④ 静止

目的地点に着いたら平水で静止します。

⑤ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑥ 演技はじめ

進行方向に向き、少し身体を上げて一礼、一度両手を外側に開き掻くと同時に

一扇りします。

⑦ 諸抜手開始

平泳を２回泳ぎ、次に諸抜手の演技動作をします。

⑧ 諸抜手の演技動作

＜手腕の動き＞

両腕を前方に伸ばした後、水を押さえ後方に掻き抜き、前方に戻します。

＜足脚の動き＞

跳躍前の小さい扇りと跳飛する時の大きな扇り、水没を防ぐ為の小さな扇り

は、すべて縦扇りを用います。

＜身体の動き＞

伏せた上体を一度垂直に起こし、高く跳躍します。

⑨ 演技おわり

先ず、進行してきた方向に向き直し、余裕を持って（残心）平水を行なった後、

身体を少し上げて一礼、一礼後退水場所に平泳で移動します。

⑩ 退水後

水から上がり、入水前と同じくプールに一礼をします。

７．飛込法（順下
じゅんか

・逆下
ぎゃっか

）

・目的：目標を見失わず、顔を水没させない飛び込み法（「順下」・「逆下」）。

１） 「順下」：やや深さのあるところで行います。脚から入水します。
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写真４−28 前方注視 写真４−29 着水写真４−27 構え

両脚を前後に開き、両腕は体側に添って後方に伸ばして構えます。

前側の足先に、足がかりになるような物があれば、親指を掛けて滑り止めとし

ます。

次に体を少し前傾させ、目標を見定めたまま、後方に構えた腕を前方へ振り出

し同時に後ろの脚を踏み出します。着水と同時に腕、胸で水を押さえ、瞬時に

両脚を挟み合わせます。

「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃えていねいに一礼をします。な

お、来賓のある場合は主賓に向かって一礼をします。

② 移動

跳び込み位置まで歩いて移動します。

③ 静止

足掛かりの位置などを見定めて立位で待機します。

④ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑤ 演技はじめ

目標を見定めて、足がかりの物があれば前足の親指をかけ、後ろ脚と両腕は後

方に位置し、構えの姿勢をとります。

⑥ 順下開始

後方の両腕を前方へ振り出すと同時に後ろ脚も前方へ踏み出します。

⑦ 順下の演技動作

＜手腕の動き＞

後方にある両手を前方に運び両手で水を押さえます。
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＜足脚の動き＞

跳込みと同時に後ろ足と前足を入れ替え水中で挟み込みます。

＜身体の動き＞

構えの姿勢より顔を水没させないように着水します。

⑧ 演技おわり

着水したら目標地点までは抜手で泳ぎ切ります。

⑨ 退水後

水から上がり、入水前と同じく、プールに一礼をします。

２） 「逆下」：水位の解らないところ、または浅い場所で行います。突然の跳び込

み時にも用います。また、両手先と上体から入水します。

写真４−30 構え 写真４−32 飛び出し写真４−31 手の構え

写真４−33 膝曲げ 写真４−35 両手を掻いて伸び写真４−34 着水

基本型として水際で蹲踞
そんきょ

の姿勢に構え、両膝の間で両手の親指を組み、目標を

見定めたまま、前方の水面に跳び出します。跳び出した時は、両腕は前方水面

方向に伸ばし、両脚は膝から踵が臀部方向に曲げた空中姿勢となります。この

姿勢から、両腕で水を押さえながら胸部と腹部で水面を滑るように入水しま

す。入水時には、前に伸ばした両腕を腿のあたりまで掻き切ると同時に、曲げ

ていた膝を伸ばして足の甲で水面を打つことで水没を防ぎます。
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「演技時のシィミレーション」

① 入水前

プールの水面に向かって姿勢を正し、両脚を揃えていねいに一礼をします。な

お、来賓のある場合は主賓に向かって一礼をします。

② 移動

跳び込み位置まで歩いて移動します。

③ 静止

足掛かりの位置などを見定めて立位で待機します。

④ 目付け

進行方向に目標となる一点を定めます。

⑤ 演技はじめ

目標を見定めて、足がかりの物があれば両親指をかけ、踵を上げ蹲踞型で構え

ます。

⑥ 逆下開始

両手を前方に伸ばしながら、身体を伸ばし、且つ踵を臀部側に深く曲げながら

跳び出します。

⑦ 逆下の演技動作

＜手腕の動き＞

着水と同時に両手で水を押さえ、その後すぐに大腿部のあたりまで掻きます。

＜足脚の動き＞

着水に合わせて曲げていた膝を伸ばし、足の甲で水を打ちます。

＜身体の動き＞

顔を水没させないよう上体から入水し、水面を滑るように着水します。

⑧ 演技おわり

着水したら目標地点までは抜手で泳ぎ切ります。

⑨ 退水後

水から上がり、入水前と同じく、プールに一礼をします。
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第２節 応用技

１．「水車
すいしゃ

」

写真４−37 旋回 写真４−38 波紋写真４−36 横ざまの扇り足

立体の泳ぎです。両手を前方で揃え、手のひらを外側にして手先を立てます。

腰から上を中心の縦軸として、その場で旋回するのですが、足捌きは水を横ざ

まに蹴るという特殊な扇り足を用います。

回転のスピードは、最初はゆっくりと、そして徐々に加速していき、トップス

ピードで暫し回転してから、再び緩やかな回転に戻っていきます。なお、２扇

りで一周することを基本とします。最後は、泳ぎ始めた位置で停止します。

注意点としては、旋回に段や強弱をつけないで、滑らかに泳げること。水面に

綺麗な波紋が広がることを理想とします。

２．「邯鄲夢
かんたんゆめ

の枕
まくら

」

写真４−39 邯鄲

向井流の游ぎにおいて、技巧を要するものの一つです。

体側を下にして、水中にある下側の手と片足で水を圧
お

して浮きを取り、上側の

片手・片足の先と膝頭の部分を少し水面上に現します。ちょうど水面上に横に

なって寝ているような姿となります。

難しいのは、下方の足捌きで、その足の甲で水を蹴り圧さえることにあります。

未熟なうちは、体が静止できずに、いろいろな方向へ動いてしまうものです。
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３．「前鴨
まえがも

・後
うしろ

鴨
がも

」・「扇子諸返し
せんすもろがえし

」・「どんぶり鉢
ばち

」

写真４−40 前鴨 写真４−41 後鴨

写真４−43 どんぶり鉢旋回写真４−42 どんぶり鉢

これらの游ぎは、手のみを使って泳ぐものです。手捌きの強化も目的にしてい

ます。

・前鴨は、腹部を上に両脚を揃え、膝頭を胸近くへ引き寄せます。両足首を立

てて、足先を水上に現すのですが、この間、腰のあたりに位置した両手で水

を圧し、体が沈まないようにしています。顔は顎を引き、水上の足先を見ま

す。

・後鴨は、腹ばいになり、やはり腰のあたりで水を後方へ圧します。脚は膝か

ら曲げ、足首から先を水上に現します。顔は水没することなく、正面を向き

ます。

・扇子諸返しは、前鴨、後鴨を進展させた技で、足の指に扇子を挟み、前鴨か

ら後鴨へと連続して行います。注意すべき点は、挟んだ扇子を濡らさない事

と、顔を水没させない事、そして、揃えた脚を離れさせない事にあります。

・「前鴨・後鴨」・「どんぶり鉢」については、水を捌く手の動作の強化に用いた

ようです。
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前鴨の姿勢で曲げた膝を伸ばし、腰を少し沈めます。そして、腰を軸に回転

を始めます。

顎を引き顔はしっかり足先を見て、徐々に回転の速度を上げて行くと、腰が

少し沈んで丼の様な形が見えてきます。膝は伸ばしたままで泳ぎます。

４．「浮身
うきみ

」

写真４−44 一文字 写真４−45 十文字

写真４−47 手足身体の伸び写真４−46 一文字〜木の葉返し

浮身には、三体あります。体を休め、呼吸を整え、手足の疲れを緩和する目的

もあります。

「一文字浮」両腕を頭の上へ伸ばし親指を組み、足先を揃えて浮きます。

「十文字浮」一文字から、両腕を肩から左右水平に伸ばして浮きます。

「木の葉返し」仰向けに一文字で浮いてから、そのままの姿勢を保ち、体の中

心を軸に回転し、うつ伏せになり、すぐにまた仰向けになります。これを数回

連続して行います。頭の先に伸ばした手先から、足の先までピンと伸びてい

て、腰が曲がったり、腕や足が離れたりしないように注意します。
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５．「立泳
たちおよぎ

」

日本泳法大会の泳法競技において、脚だけで泳ぐ立体が要求されたことから、

平水を応用して、手を用いない泳ぎに変化させました。上体は垂直にし、脚使

いは、片扇りでも、両扇りでも可とし、両手は肘を伸ばして手先を水上に現し

ます。

６．「雁行
がんこう

」

写真４−49 抜き手雁行写真４−48 千鳥掛け

抜手を数人でおこなうものです。前を泳ぐ者との距離、腕を抜き上げる時のタ

イミングの合わせ方など、抜手が習得されていないと難しいものとなります。

雁行をおこなうことによって、泳者の実力の程がわかります。

先頭を泳ぐ者(雁頭
がんがしら

)は、後ろから続く者が合わせ易いように、幾分か腕を高く

抜き上げて泳ぐようにします。

雁行には、直線になって泳ぐものと、「千鳥掛け」と呼んでジグザグに泳ぐもの

との２種類があります。

７．「抜手
ぬきで

伸
のし

」

写真４−51 ２回目の扇り足 写真４−52 水中の手のみ掻く写真４−50 腕の抜き

水府流太田派に同名の游ぎがありますが、向井流上野門下の抜手伸は、上野徳

太郎が編み出したものです。

向井流東京上野門下の泳法 第４章

169



泳ぎ方は、扇り足を１回行うと同時に掻き手を水上に抜き上げ、この腕をその

ままの位置に保ちつつ、さらにもう１度扇り足を行います。そして、頭の先へ

伸ばしていた先手を大腿部前面まで掻き、掻き終えてから抜き上げていた腕を

手のひらを下に向けて平行に静かに入水させます。

この游ぎでは、水上に抜き上げ、その位置を保っていた腕を頭部の方へと運ぶ

時のタイミングが重要なポイントとなります。返しのタイミングが早くなる

と、游ぎの特徴である充分な伸びが取れないまま腕を運んでしまう事になりま

す。よって、間の取り方をしっかり泳ぎこんで習熟する必要があります。

また、一度抜き上げた腕はピタッと止まり、脚や先手の動作に連れて動かない

ようにします。

８．手
しゅ

足
そく

搦
がらみ

写真４−53 前向き泳ぎ 写真４−54 仰向き泳ぎ

手足を縛って入水し泳ぐ技のため、未熟な者には行わせません。両足首(膝の

部分も縛る場合があります)を縛って固定し、両手も背後で固定します。平体・

横体で泳ぎ、平体には、伏してのものと、仰向けのものがあります。

伏せて泳ぐ場合は、ちょうどドルフィンキックの様に腿の部分から足の甲まで
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をゆっくりとうねらせるように動かして前進します。顔は正面を向きます。鼻

と口が水面より出ていればよしとします。

仰向けで泳ぐ場合は、伏せている時よりもやや長い距離を移動する時に用いま

す。背を下に浮き、膝から下を曲げて脛の部分で水を蹴って前進します。

手足を縛り自由に動かせない状態で泳ぐため、この泳ぎを一人で行うことは避

けなければなりません。万一の事を考え、危険を回避する目的で必ず介添えの

者を準備させて行います。

第３節 師 上野徳太郎の教示

・諸抜手について

現在では跳飛する時も降りる時も、そして次への跳飛へと前進する時も、全

てにおいて縦の扇り足の足捌きを用いています。

しかし、昭和50年(1975)『図説 日本泳法−12流派の秘法−』(白山源三郎

著、日貿出版社)の上野徳太郎著「向井流」の中の「■諸抜手（もろぬきで）」

（79頁）に、特別の表現が見られます。

「・・・力のこもった強い泳ぎ方で、体力の弱い者や女子には完全にできな

い泳ぎ方である。・・・両手を抜いて高く跳びあがるときは、両手を使って

水を下の後方に強くかくと同時に両足でも強い縦扇りをする。そしてつぎの

飛び上りをするまでは、両足は「踏み足」といって左右の足の裏をかわるが

わる使って、これも水を下に圧してわずかに前進する立泳をする。」（傍線加

筆）

と、踏み足の使用が記述されています。

この踏み足の表現は、昭和53年(1978)の＜第27回日本泳法研究会＞資料『向

井流の泳ぎ』で「鯔飛(いなとび)」の説明として、同文が転載されています。

したがって、この踏み足の使用についての記載を敢えてしているのには、上

野徳太郎が「体力の弱い者や女子には完全にできない泳ぎ方」と考えての配

慮が窺える表現と受け止められます。しかし、それだけに止まらず、現実的

にも踏み足が加わる事で跳躍後の体の沈みが抑えられたり、次への進み出し

に余裕が生まれるなどの利点を自己の体験から見据えていた可能性がありま

す。

現在の足捌きは、上野徳太郎の教えを充分に吟味すること無く、師の没後、

向井流本来が縦扇りのみとの解釈から、修正した経緯があります。

向井流東京上野門下の泳法 第４章

171



この点を上野徳太郎の教えであり、伝承可能な技術と捉え直すことも一考す

べき課題であると思われます。

その課題の中では、現在の向井流東京上野門下連絡会での稽古過程に、縦扇

りの立体に加えて、踏み足の立泳の導入も視野に入れておきたいと考えてい

ます。

・平泳について、師上野徳太郎は以下のような説明もしています。

日本の古流派の泳ぎが、ほとんどそのすべてのものが昔の武技の一つとしておこ

なわれ、実用に便するものとして続けられてきたとおり、向井流の泳ぎについても

おなじことがいえる。したがって向井流の泳ぎの本体を一言にしてあらわそうと

するならば、「実用一点張りのゴツゴツ泳ぎ」と称してもあまり間違っていないと

思う。

その証拠に、その平泳と云うものは、半身に構え、片方の肩が前に出ている形で、

扇足(いうまでもなく、いわゆる片扇り足)を強くおこないながら、両手のひらを向

い合わせ、両腕を揃えてグイグイと前にさし出して行く。

この平泳は、誉めて言うならば豪壮というようなことにもなろうが、見た目には武

骨というより他はない。この平泳は、その形だけでも珍しいもので、向井流の特徴

と言えるものである。

・抜手の足捌きに対しては、縦の扇り足を「踏足」と呼んでいる時期もありま

した。

向井流の抜手(ぬきで)は、手を水上に抜き上げる時、格別に水を勇ましく切るよう

なことはしない。その抜き方は、手先がいつ水上に出たか自分でもわからないよ

うにスースーと抜いていく。泳ぎの形の自然の内に手を抜いていくので、静かな

泳ぎといえば、静かである。抜手の泳ぎが、かなり静かであるわけは、一つにその

脚の使い方に源があるのである。

向井流の抜手を泳ぐときは、脚は「踏足」といっている使い方をする。

この踏足は、実は扇り足を縦に使うもので、換言するならば、両脚を前後に開いて

水を扇るのである。水底に向かって扇る踏足は改めて言うまでもなく、相当な浮

力を得ることができるから、抜手で手を静かに抜くことができ、またその後の時間

的な余裕をもつことができるのである。
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現在、東京では、この「踏足」という表現はなくなり、向井流の基本動

作である縦方向の扇り足を「縦扇り」（たてあおり）と呼んでいます。

抜手のみならず、平掻についても以下の様な説明を見ることができます。

平掻(ひらかき)という泳ぎ方がある。この泳ぎが向井流全部を代表するかのよう

な特徴あるものである。前に話した「踏足」を左右交互に使い、前に踏み出す足と

同じ側の腕を交互に前に差し伸ばして水を掻く泳ぎである。

この泳ぎ方は全く珍しい形のもので、ほかさまにはない。水にうまく乗って泳い

で行くと、まことに気持ちよく進み、あたかも水の天下を征服したかのような好い

心もちになる。平体で水を掻いていくから平掻の名が生まれたものと思われるが、

これもかなり静かな泳ぎで、平泳とは、およそ性質がまったく違っている。

静かさと円滑さをもっている。

全ての泳ぎにグラつきは禁物であるが、平体の部に入る平掻は、その足の使い方か

ら言って、立体に近い体型になるから、しっかり泳がないと上体がグラつきやすい

処が難物である。

この平掻は、抜手の泳ぎに入る前の段階のもので、手脚の働きの関係を覚えるため

にあるとの言い伝えもあるが、私は抜手の方がかえって一般にとっては泳ぎよく、

平掻はやはり苦しいものと思っている。

向井流の游泳は、江戸幕府船手の者が水上において行う作業などに関連

しているため、水を征し、利用する要素が強い、いわゆる「敵前泳法」で

あると言われています。

その游ぎの数は少なく、横体の游ぎは一つしか無く、平体を主として立体

があるだけです。游ぎの特色としては、できるだけ体を水面上に出し、静

かに優美に泳いであたかも陸上を行くように見せること、同流游ぎの発祥

の因縁をなす敵前泳法としての精神に則り、あくまでも堅実であるという

ものであると、師は語っています。

（第４章文責者：山野井佳寿子・中原隆子・小池志め子・嘉陽与南・下村千賀子・

船井絹代）
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