
順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿ 順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿
１９７８年 野⼝彰⼀ 斎藤延寿 準優勝 明⼤中野中 代々⽊体育館
１９７９年 野⼝彰⼀ 斎藤延寿 優勝 明⼤中野中 慶応⼤学⽇吉プール
１９８０年 野⼝彰⼀ 斎藤延寿 優勝 修道中学 代々⽊体育館
１９８１年 野⼝彰⼀ 秋池内⽥ 準優勝 明⼤中野中 島根江津市⺠プール
１９８２年 野⼝彰⼀ 秋池内⽥ 優勝 明⼤中野中 慶応⼤学⽇吉プール
１９８３年 野⼝彰⼀ 秋池内⽥ 優勝 修道中学 富⼭⾼岡⽔泳場
１９８４年 野⼝彰⼀ 伊藤 優勝 京都踏⽔会 ⼤宮公園プール
１９８５年 野⼝彰⼀ 新沼 準優勝 城北中学 ３位 ⼤阪堺⾦岡プール
１９８６年 野⼝彰⼀ ５位 ４位 ⼤宮公園プール
１９８７年 野⼝彰⼀ 準優勝 ⽔⼾市⺠プール
１９８８年 野⼝彰⼀ 準優勝 ⼤宮公園プール
１９８９年 野⼝彰⼀ ３位 ⼤宮公園プール

順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿ 順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿
１９９０年 野⼝彰⼀ 橋本勉 優勝 ピープル明⽯ ⼤宮公園プール
１９９１年 野⼝彰⼀ 橋本勉 優勝 京都踏⽔会 ⼤宮公園プール
１９９２年 野⼝彰⼀ 稲垣徹

橋本勉
１回戦敗退 川⼝ＳＣ ２－４ 予選負け ⼤宮公園プール

１９９３年 稲垣徹 橋本勉 優勝 京都⼤⾕中学 １２－３ ３位 ＮＡＳ ⼤宮公園プール
１９９４年 稲垣徹 橋本勉 準優勝 明⼤中野中学 ６－９ 東京体育館屋内プール ３位 ⻘森ヤクルト ６－３ 優勝 JSSツクダスポーツ ⼤宮公園プール
１９９５年 稲垣徹 橋本勉 ４位 京都踏⽔会 ５－８ 優勝 カワサキSC 東京体育館屋内プール ２回戦敗退 ピープル明⽯ ３－４ ３位 阪急スイミングスクール 岡⼭総合屋内プール

１９９６年 稲垣徹 橋本勉 ４位 ⻘森ヤクルト ３－４ ４位 東京体育館屋内プール 準優勝 明⼤中野中 １－４ ２回戦敗退 ⼭形総合スポーツセン
ター

１９９７年 稲垣徹 ２回戦敗退 川⼝ＳＣ １－５ 東京体育館屋内プール １回戦同点 ⻘森ヤクルト ２－２ 優勝 ⻄那須インターナショナ
ルＳＣ

⼤宮公園プール

１９９８年 稲垣徹 準優勝 カワサキＳＣ サドンデス
６－７

東京体育館屋内プール 優勝 カワサキＳＣ ３－２ ３位 カワサキＳＣ ⼤宮公園プール

１９９９年 稲垣徹 ⽯井利典 準優勝 カワサキＳＣ １－４ 優勝 東京体育館屋内プール 優勝 ⼭形中学選抜 ４－３ 準優勝 カワサキＳＣ 平塚総合公園屋内プール

順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿ 順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿
２０００年 稲垣徹 井原誠 ３位 明⼤中野中 ３－２ 優勝 津⽥スイミング 東京体育館屋内プール 優勝 ⻘森ヤクルト ４－１ ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 ⼤宮公園プール
２００１年 稲垣徹 井原誠 準優勝 京都踏⽔会 ２－３ ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 東京体育館屋内プール 準優勝 京都踏⽔会 ２－１２ ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 群⾺敷島運動公園プール

２００２年 稲垣徹 井原誠 準優勝 京都踏⽔会 サドンデス
３－４

２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 東京体育館屋内プール 優勝 群⾺ジュニア⽔球 ５－３ ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 川⼝⻘⽊公園プール

２００３年 稲垣徹 稲垣剛 ２回戦敗退 川⼝ＳＣ ４－６ ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 東京体育館屋内プール 準優勝 群⾺ジュニア⽔球 ４－５ ３位 コナミ 島根県江津市⺠プール
２００４年 稲垣徹 稲垣剛 ２回戦敗退 明⼤中野中 サドンデス

１－２
３位 川⼝ＳＣ 東京体育館屋内プール ２回戦敗退 鶴来中 １－２ 優勝 岡⼭ＷＰ 群⾺県敷島運動公園プー

ル
２００５年 稲垣徹 稲垣剛 ３回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 ２－８ 優勝 カワサキＳＣ 千葉国際⽔泳場 ベスト８ コナミスポーツクラブ

明⽯⻄新町
０－２ 準優勝 京都踏⽔会 ⼤阪府なみはやドーム

プール
２００６年 稲垣徹 稲垣剛 ２回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 ２－９ 準優勝 ⼭形⽔球クラブ 千葉国際⽔泳場 優勝 沖縄フリッパーズ サドンデス ６

－５
優勝 カワサキSC 京都アクアアリーナ

２００７年 稲垣徹 稲垣剛 優勝 群⾺ジュニア⽔球 ７－６ ベスト８ 群⾺ジュニア⽔球 千葉国際⽔泳場 準優勝 ⼭形⽔球クラブ サドンデス ６
－７

４位 カワサキＳＣ 岡⼭県児島公園プール

２００８年 稲垣徹 稲垣剛 ２回戦敗退 カワサキＳＣ サドンデス
３－４

ベスト８ 原⽥学園 千葉国際⽔泳場 ３位 三重ウォーターポロス
ターズ

１２－９ ３位 群⾺ジュニア⽔球 なみはやドーム

２００９年 稲垣徹 稲垣剛 ベスト８ 千葉⽔球 ３－４ ベスト８ 桜泳⼤川 千葉国際⽔泳場 １回戦敗退 群⾺ジュニア⽔球 ３－７ 優勝 京都踏⽔会 京都アクアアリーナ

順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿ 順位 対戦相⼿ 得点 順位 対戦相⼿
２０１０年 稲垣徹 稲垣剛 1回戦敗退 カワサキＳＣ ４－７ 優勝 富⼭ＷＰＣ 千葉国際⽔泳場 ４位 柏崎アクアクラブ ベスト8 ⻘森ヤクルト 広島ドーム
２０１１年 稲垣徹 ⽯井利典 （開催なし） （開催なし） （開催なし） （開催なし） （開催なし） （開催なし） ４位 群⾺JR ７－５ ベスト8 － なみはやドーム

２０１２年 稲垣徹 ⽯井利典 ベスト１６ 群⾺JR ６－８ 準優勝 ⼭形⽔球クラブ 千葉国際⽔泳場 優勝 京都踏⽔会 １２－８ 予選リーグ敗退 － ⼤坂ドーム
２０１３年 稲垣徹 ⽯井利典 優勝 ⼤垣⽔球 １３－１０ ベスト８ 沖縄フリッパーズ 千葉国際⽔泳場 ベスト８ ⼤垣⽔球クラブ ベスト８ 沖縄フリッパーズ ⾨真スポーツセンター
２０１４年 稲垣徹 橋本達也 ベスト８ ⻑崎⽔球クラブ ７－６ 予選リーグ敗退 － 千葉国際⽔泳場 優勝 ⼤垣⽔球クラブ １１－１０ 準優勝 ＷＩＬＬ ＳＣ なみはやドーム
２０１５年 稲垣徹 橋本達也 １回戦敗退 ⽯川イーグルス ６－１１ 予選リーグ敗退 － 千葉国際⽔泳場 ベスト１６ 沖縄フリッパーズ ５－９ 予選リーグ敗退 －
２０１６年 稲垣徹 橋本達也 ベスト８ 富⼭ＷＰＣ 予選リーグ敗退 － 千葉国際⽔泳場 ベスト８ 三重ＷＰＣ ５－８ ４位 群⾺Jr⽔球 なみはやドーム
２０１７年 稲垣徹 橋本達也 ベスト８ 富⼭ＷＰＣ ４－８ 予選リーグ敗退 － 千葉国際⽔泳場
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