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同封書類のご案内  

今回発送の漕艇部だよりには以下の書類を同封しております。ご確認ください。 

・総会議決事項          ・自動振替のご案内 

・総会案内    ・後援会費納入のお願い       

・総会委任状兼出欠はがき 

西日本選手権のご報告  

９月 26 日(土)～9 月 27 日(日)に大阪府立漕艇センターにて西日本選手権が行われまし

た。女子舵手付きクォドルプルが優勝、男子対校エイトが 3 位、男子舵手なしクォドルプ

ルが２位入賞と良い結果を残すことができました。 

以下に結果を掲載いたします。 

[男子対校エイト] 3 位/7 クルー（C 藤井,S 弓削,7 渡邉,6 金丸,5 柏原,4 山本晶,3 寺田,2 山

本康,B 大久保） 

[女子舵手付きクォドルプル] 1 位/2 クルー（C 勝部,S 盛本,3 藍田,2 小島,B 冨田） 

[男子舵手なしペア] 5 位/8 クルー（S 今井,B 髙橋） 

[男子舵手付きフォア]大阪大学 A 4 位/16 クルー(C 廣山,S 大藪,3 河合,2 星野,B 中田蒼) 

 大阪大学 B 9 位/16 クルー(C 上町,S 宗平,3 中川,2 阿部,B 内田) 

 大阪大学 C 13 位/16 クルー(C 松尾,S 笹橋,3 則行,2 横田,B 山本雄） 

[男子舵手なしクォドルプル] 2 位/5 クルー(S 須多,3 野口,2 菊川,B 中田渡) 

[男子シングルスカル] 9 位/17 クルー（西下） 

[女子シングルスカル] 大阪大学 C 9 位/10 クルー（芦田） 

 大阪大学 D 10 位/10 クルー（仲田） 
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★男子エイト 大久保佑弥（工電 4） 

今年はコロナの影響もあり、引退までにある大会は 3 つだけ。その 1 つ目が今回の西日本

選手権。一日目の予選はタイムトライアル。他校と比較しても、決して悪くなかった。し

かし、二日目の決勝では、思うようなレース展開が進まなかった。この二日間の違いは風

だった。一日目は我々の得意とする逆風、二日目は苦手とする順風。結果、対校は 3 位で

終わってしまったが、順風でも戦える技術をインカレまでに習得するという目標も見つか

ったので、それに向けてあとは走り抜けるのみだ。 

 

★女子舵手付きクォドルプル 冨田実都（工自 2） 

 直前にクルーで怪我人がでてしまい、試合クルーでハイレートの練習も満足にできない

ままの出場でした。2 回生 3 人にとっては約 1 年前の加古川以降の試合で、上回生と合流

してから初レースということもあり不安が大きかったです。しかし、3 レースとも京都大

学の Jr クルーを相手にスタートから前に出て突き放す試合展開ができました。それと同時

に一日目は神戸大学のフォアとも並べ、スタートの力強さ、コンスタントの粘り、レース

での落ち着きなど様々な点で圧倒させられました。出場クルーの少ない種目ではありまし

たが、阪名戦、インカレに向けて課題が明確になった試合でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲女子舵手付きクォドルプル（天游）  ▲蹴り出し後の男子対校エイト（白鳳） 

阪名戦のご報告   

10 月 3 日(土)に名古屋港漕艇センターにて第 74 回阪名戦が行われました。男子対校エ

イトは 2 年ぶりの勝利でトロフィーを奪還することができ、戦績は 39 勝 35 敗となりまし

た。また、5 種目中 3 種目勝利しました。来年もこの伝統ある一戦で勝利できるよう精一

杯頑張ってまいりますので、ご協力とご声援のほど、よろしくお願いいたします。 

以下に結果を掲載いたします。 

［男子対校エイト］優勝（C 藤井,S 弓削,7 渡邉,6 金丸,5 柏原,4 山本晶,3 寺田,2 山本康,B

今井） 

［女子舵手付きクォドルプル］２位（C 勝部,S 刀祢,3 盛本,2 藍田,B 冨田） 
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［男子舵手付きフォア］優勝 (C 廣山,S 大藪,3 河合,2 星野,B 中田蒼) 

［男子舵手なしクォドルプル］優勝（S 須多,3 野口,2 菊川,B 中田渡） 

［男子シングルスカル］２位（西下） 

 

 ▲男子対校エイト（白鳳）        ▲男子舵手付きフォア（蜻蛉） 

★主務 諸越研人（法法 4） 

 今大会はコロナ禍ということもあり、様々な制限の下での開催となりました。その中で

も、男子対抗エイトをはじめ３種目での勝利を挙げられました。画面越しからではござい

ましたが、OB/OG の皆様の声援があってこその勝利です。この勝利をバネにして、イン

カレでも阪大の名を轟かせるよう、部員一同頑張りたいと思います。 

試合日程のご案内  

10 月 22 日(木)～10 月 25 日(日)に第 47 回全日本大学選手権大会が戸田漕艇場で開催さ

れます。今大会は無観客で行われることとなりました。皆様にもご覧いただけるよう SNS

でのライブ配信を予定しております。 

オンラインという形ではありますが、ご声援をお願い申し上げます。 

〇出場クルー 

[男子エイト]  C 藤井,S 弓削,7 渡邊,6 金丸,5 柏原,4 山本晶,3 寺田,2 山本康,B 大久保 

[男子舵手付きフォア]  C 廣山,S 大藪,3 河合,2 星野,B 中田蒼 

[男子舵手なしペア]  S 今井,B 髙橋 

[男子舵手なしクォドルプル]  S 須多,3 野口,2 菊川,B 中田渡 

[女子舵手なしクォドルプル]  S 刀祢,3 盛本,2 藍田,B 冨田 

 

★弓削俊介（外英 ４） 

本当に長かった今シーズンもインカレまで残り 1 か月を切りました。 

シーズン初戦の西日本選手権では非常に悔しい思いをしました。残り僅かの期間です

が、インカレ最終日進出に向けて死ぬ気で漕ぎ、目標達成をしたいと思います。OB・OG

の皆様、最後まで応援のほどよろしくお願いいたします。 
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★刀祢響子（外ロ ３） 

私たちはインカレ種目では初の女子舵手なしクォドで出場させていただきます。2 回生

2 人と 3 回生 2 人のまだまだ発展途上のクルーですが、伸び代を最大限に活かしてレース

当日まで艇速を上げ続けます。ひとつでも多くのクルーに勝ち、ひと試合でも多く戦える

よう皆で頑張りますので、応援よろしくお願いします。 

新入部員入部状況のご報告  

 今年はコロナウイルスの影響で、前期の授業がオンラインとなりました。そのため、例

年と異なり ZOOM を利用した新人勧誘を行いました。 

現在、新入部員は男子漕手 3 名、女子漕手に２名、マネージャー１名です。今後は試乗

会も行う予定です。 

「淀」の広告・寄稿の募集について  

本年も部報「淀」の発刊準備に入る時期となりました。例年同様、今年も OB・OG の皆

様からの広告を募集いたします。金額は、昨年同様１/2 面あたり￥20,000 を基準に考え

ております。詳しくはご連絡をいただいた後、相談させていただきます。また、毎年多く

の方よりいただいている寄稿を、今年も募集します。ボート部時代の思い出話、最近のボ

ートとの関わりなどをぜひぜひお寄せください。 

後援会費を納入いただいた皆様（敬称略）  

2020 シーズン （納入者 296 人） 

S28 田澤  仁 

S28 米野 元夫 

S29 大河内 宏 

S29 木野  廣一 

S29 坂見  史朗 

S29 嶋谷  幸雄 

S31 野中  俊亮 

S32 岡崎  好雄 

S32 岡見  克彦 

S32 伊達  萬平 

S32 塚原  宏 

S34 榎並  禎一 

S34 木野  納 

S34 村上  均 

S35 上坂  達生 

S35 奥田  禮三 

S35 喜多嶋  浩 

S36 武知  ハルミ 

S36 伴  務 

S36 廣瀬  正典

S37 豊田  収二

S37 森田  俊一 

S38 深井  汪 

S39 大久保  延壽 

S39 坂上  博之助 

S39 西川  龍治 

S39 三井  宜之 

S39 森田  泰司 

S40 赤木  弥三郎 

S40 行松  慶二 

S41 岡谷  鋼 

S41 各務  正俊

S41 賀來  克彦 

S41 四手井  克巳 

S41 宅  清光 

S41 遠山  恵夫 

S41 山下  晃 

S42 浅井  保彦 

S42 城戸  良弘 

S42 野村 興世 

S43 鈴木  澄夫 

S43 舛井  元 

S45 神垣  英章 

S45 金城  奉逸 

S45 太宰  俊造 

S45 谷本  勇身 

S45 宮内  修平 

S46 三浦  誠次 

S47 片山  房一 

S48 小畑  恒夫 

S48 谷脇  清隆 

S48 村上  健治 

S50 東  辰雄 

S50 五十里  泰幸 

S50 中川 知和 
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S50 前田  元 

S50 吉川  正道 

S52 佐々木  啓益 

S52 関 徹 

S52 西田  裕一 

S53 金平  淳 

S53 八河  泉 

S54 大浜  祥治 

S54 尾渡  晃 

S54 林  良紀 

S55 岩崎 知司 

S55 榎本 朋彦 

S55 大槻  利幸 

S55 坂本  泰之 

S55 藤田  幸治 

S55 満井  憲嗣 

S55 明賀  俊治 

S56 上田  和光 

S56 濱浦  安郎 

S56 松岡  和宏 

S56 山下  淳 

S56 脇田  雄一 

S58 杉谷  明夫 

S58 中西  善久 

S58 藤原 康秀 

S59 川崎  幸一 

S60 松山  雅人 

S61 石崎  順 

S61 岩崎  公一 

S61 小川  喜幸 

S61 式田 尚人 

S61 長沢  仁志 

S62 今田  真 

S62 奥村  啓之 

S62 辻本  公一 

S62 中浦  亨 

S62 山口  嘉温 

S62 山崎  秀人 

S63 磯村  敬 

S63 小椋  一徳 

S63 増地 伸之 

S63 松本  和彦 

H01 浅野  哲 

H01 今津  潤 

H01 杉浦  忠男 

H01 出口  剛也 

H01 花木  正孝 

H02 岸本  博人 

H02 衣川  雄明 

H02 久保 隆彦 

H02 佐藤  弘康 

H02 杉浦  智 

H02 野阪  泰三 

H02 平野  敦嗣 

H02 平野 敦子 

H02 福島 周之 

H03 今清水  健一 

H03 今城  律雄 

H03 上原  紀之 

H03 内生蔵  正浩 

H03 沖永  浩樹 

H03 甲斐  陽一 

H03 児山  潤 

H03 須原  政之 

H03 舘  勝則 

H03 中島  信也 

H03 中村  勤也 

H03 西山 誠治 

H03 堀切  幸伸 

H04 五十嵐  裕孝 

H04 今峰 秀樹 

H04 岡本  幸治 

H04 加藤  亮 

H04 広瀬  成志 

H04 増地  容子 

H05 牛尾 知雄 

H05 木村  幸二 

H05 田中  元史 

H05 松本  和徳 

H05 柳田  学 

H06 植田 晋太郎 

H06 鷹野 誠 

H06 竹添 忠 

H06 田中 久人 

H06 脇田 尋樹 

H07 岩熊 秀治 

H07 江崎 道則 

H07 定 道生 

H07 田中 靖幸 

H07 中西 芳文 

H07 村井 弘太郎 

H08 大野 圭輔 

H08 桐山 博之 

H08 小森 武廉 

H08 櫻井 岳暁 

H08 山田 晃司 

H09 中原 章 

H09 前島 展也 

H09 松田 時宜 

H10 岩崎 倫敦 

H10 金澤 荘平 

H10 小松 俊一 

H10 杉原 桂太 

H10 高畠 康之 

H10 難波 誠 

H10 蓮沼 誠久 

H10 藤本 多聞 

H10 吉田 大輔 

H10 石野 徹 

H11 國松 祐樹 

H11 下埜 靖 

H11 野中 康充 

H11 向井 信吾 

H12 阿部 修也 

H12 奥野 史也 

H12 戒田 拓洋 

H12 小林 正明 

H12 澁谷 明 

H12 竹井 信行 

H12 田中 崇敏 

H14 浅津 秀明 

H14 竹内 健 

H14 内藤 宏 

H14 宮田 譲 

H14 八木 利典 

H14 山中 祐治 

H15 片岡 誠 

H15 高橋 林太郎 

H15 田中 慶史 

H15 水谷 元 

H16 滝口 裕太 

H16 田中 紘平 

H17 井村 拓継 

H17 岩崎 一成 

H17 内田 吾紀人 

H17 帆前 智美 

H17 寺本 礼子 

H17 深尾 朋寛 

H17 深尾 真理 

H17 本山 英延 

H17 山岡 正 

H18 小林 哲也 

H18 是永 剛志 

H18 滝 順次 

H18 滝口 春香 

H18 本山 麻衣子 

H19 植田 優介 

H19 田中 小有里 

H19 福岡 彩子 

H19 田中 資人 

H19 谷 浩行 

H19 谷 麻衣 

H19 仲尾 圭市 

H20 今永 栄太 

H20 村上 俊平 
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H20 森廣 邦彦 

H20 山本 さやか 

H20 吉田 徳幸 

H20 古田 沙織 

H21 山田 浩司 

H22 佐藤 悠 

H22 北本 匡 

H22 倉本 裕樹 

H22 河野 悠玄 

H22 高津 淳 

H22 前田 譲章 

H22 森 裕紀 

H23 刀根 真理子 

H23 繁昌 和也 

H23 山本 理沙 

H23 山本 卓也 

H24 菱川 友輔 

H24 堀内 啓吾 

H24 宗廣 友佳 

H25 赤阪 駿太 

H25 稲葉 智宏 

H25 岩崎 茉衣子 

H25 北川 夏子 

H25 月足 龍之輔 

H26 森野 瑞祈 

H26 奥中 芽映 

H26 城戸 賢輔 

H26 小松 史人 

H26 杉岡 秀平 

H26 森野 達也  

H26 山岨 優  

H26 山谷 達也 

H26 横山 弘尭 

H27 小松 侑葵 

H27 石井 健太郎 

H27 鬼塚 裕也 

H27 福永 篤志 

H27 森 勇気 

H27 横川 龍世 

H28 今井 藍子 

H28 大原 海人 

H28 川村 遊 

H28 佐橋 航 

H28 田中 麻由子 

H28 戸野 侃 

H28 藤澤 晃太郎 

H29 岩谷 朋花 

H29 佐藤 菜乃子 

H29 竹内 周平 

H29 竹内 穂波 

H29 能勢 昴尚 

H29 東出 賀名子 

H29 篠原 功一 

H30 北坂 大志 

H30 川尻 真広 

H30 木本 瑞基 

H30 小松 蒼 

H30 徳舛 直樹 

H30 増田 多衣子 

H30 松重 諒 

H30 三浦 颯馬 

H30 渡辺 美里 

H30 和田 励一郎 

H30 来住 美里 

H30 阿世知 優華 

H31 東川 一希 

H31 井村 匠 

H31 菅野 照生 

H31 近藤 智輝 

H31 田中 健登 

H31 寺前 拓馬 

H31 刀根 みなみ 

H31 中田 啓心 

H31 中田 健志 

H31 森山 雄斗 

H31 山本 雄大 

H31 和田 優生 

H31 今玉利 祐希 

H31 中村 裕美 

H31 降矢 名甫子 

H31 見砂 香織 

H31 門田 理子 

H31 奥田 沙希 

R02 遠藤 知則 

R02 加田 優花 

R02 古藤 裕香 

R02 佐野 海瑚人 

R02 竹田 広大 

R02 新田 優也 

R02 林 雄大 

R02 松浦 健太 

R02 山下 雅弘 

R02 吉田 雅幸 

R02 米田 三穂 


