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活動自粛状況のご報告 

 大阪大学漕艇部では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための大学の方針に従い、2 月末から合宿を中止に

しました。通勤ラッシュの時間帯を避けて朝に集合し、乗艇練習後は速やかに帰宅、午後は自宅でトレーニング

し、感染対策を取りつつ練習を行っておりました。しかし、3 月末に大阪府の外出自粛要請を受けて全面的に活

動を自粛し、その後、大学の方針により 4 月から課外活動中止、さらに政府による非常事態宣言を受け、5 月末

まで課外活動中止となっております。現在は、各自自宅で通常のモーション回数の自主トレーニングを実施した

り、お薦めの乗艇動画やトレーニングについて共有して、フィジカルの維持に努めています。なお、課外活動の

再開時期については、大学再開後 1 か月以降になる見通しです。 

2 か月以上乗艇練習が出来ない、部員同士会うことも出来ないという厳しい状況ですが、万全の状態で試合シ

ーズンを迎えられるよう、部員一同できることに全力を尽くして頑張ってまいります。 

 

試合日程のご案内 

新型コロナウイルスの影響を受け、今シーズン行われる試合に関して以下のように開催の可否が検討されて

おります。 

 

朝日レガッタ：中止 

西日本選手権：4/25,26 の開催が 7/11,12 に延期、日程延期後の開催可否については後日発表 

関西選手権：中止 

阪名戦：6/27 の開催は困難なので、別日程での開催可否を名古屋大学と検討中 

全日本大学選手権（インカレ）：9/10~13 開催予定だが、6 月から日本ボート協会で協議予定。 

 

先行きの見えない状況ではありますが、無事に試合が開催できることを祈り、今シーズンの目標として掲げ

た「全クルーインカレ最終日進出」の達成のために、一つ一つの練習や大会を大事にしてまいります。 

現在出場を予定している大会は以下の通りです。試合日程に変更があった場合には、メーリングリストや公

式 facebook などで随時お知らせいたします。 
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新人勧誘にあたって 

例年のような対面での勧誘が出来ない状況のため、オンライン上の様々なツールを使った対策を取り、現

時点で男子漕手 1 名女子漕手 1 名マネージャー1 名の計 3 名が入部しました。 

目的 対策 

ボート部の存在の周知（新規連絡先獲得） Twitter でのイベント情報発信 

  YouTube チャンネルの開設、動画配信 

  他団体とのコラボ企画（ヨット部など） 

  zoom*を使用した学部学科別の交流会 

部員との交流 zoom を使用したゲーム大会 

有望者に対しての詳しい部活紹介 zoom を使用した女子会・マネ会・漕手会など 

練習体験 web 豊中練習（企画中） 

＊zoom：オンラインミーティングアプリ  

 

 今日も山本は考え事をしていた。「また新しいイベント始まりますからね〜」そう口にしながら、今日も彼

は部員と連絡を取り合う。 

 

山本康平(22) 学生 新勧統括 

 

 今年もこの季節がやってきた。新勧、それは部の一大プロジェクトである。数年後の部の中心を担う人材を

確保するための大事なイベントとも言えるだろうか。しかし今年の新勧は、未知のウイルスとともにやってきた。

「何もかも初めてのことですからね。もちろん難しさもありますが、だからこそやりがいも感じています。」 

 これまでボート部は新事業を開拓してきた。YouTube チャンネル、ツイキャス生配信、他団体コラボ、zoom

イベントなど。全てが上手くいくわけではない。何を捨て、何を軸にするのか。初めてで統計データも無いなか

で、山本の選球眼がカギを握る。 

 冒頭でも書いたように、新しいイベントがまた作られようとしている。名付けて『Web 豊中練』。zoom で

例年の豊中練を再現しようと言うものだ。このイベントを発足するか否かで、幹部代ミーティングでは様々な意

見が出されていた。zoom で上手くできるのか、人が集まるのか。反対意見もある中で、山本はこう言った。「た

とえ不発だったとしても、やってみたとこに大きな意味がある。開催する方向でいこう。」新たな企画班の誕生

の瞬間だった。 

 「確かに手探りで進んで行かなくてはいけないかもしれません。でも、自分本位ではなく新入生の立場にな

って考える。今、なにが求められているのか、これを基に新勧を進めていくというのは例年と変わらないと感じ

ています。そういう面では、引継ぎ資料も助けになりますね。成功確率ですか？いや〜まだ分かりませんね(笑）

今年の新勧は長引きそうなんで。まだ 1000m 通過してないかもしれませんよ。」一度も会ったことのない新入生

たちに、いかにしてボート部の魅力を伝えられるか。山本たちの戦いは続く。 

        (ライター 山本康平) 



 3 

活動自粛期間中の練習への取り組み 

活動自粛期間中の練習意識向上のために、部では以下のような取り組みを行っています。 

・グループ制度の導入（モーション報告、体調管理、食事管理、体重管理） 

・監督、コーチや最上回生によるボート関連の参考動画の共有（毎日投稿） 

グループ制度は、部員同士で一緒に練習を行えない中での不透明感の払拭や、他の部員と情報共有すること

による意識の向上を目的としています。また、通常のようにエッセンで栄養補給することができないため、各グ

ループ内のマネージャーによる食事管理で体づくりもサポートします。 

参考動画の共有は、時間のある今だからこそボートの勉強に充てられればと監督・コーチの方々から始めて

くださりました。部活再開時に良いスタートが切れるよう、心身ともに高めてまいります。 

試合に向けての意気込み 

 試合の開催を信じながら練習を行うしかない今、熱い闘志を燃やす 3 人の選手に意気込みを語ってもらいまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

｢人生に転換点はない。｣僕が好きな言葉です。 

実は、自分を変える決定的な出来事は滅多に起こりません。毎日の小さなチャンスを掴

み続けた者が成功し、少しずつ怠けた者が成功しない、というシンプルな教訓です。 

ボートの競技性にマッチしていると思いませんか。 

｢ここもうひと踏ん張りしよう｣｢昨日より丁寧なブレードワーク狙おう｣ 

小さなチャンスを拾い集めてきた今の自分がどれほど成長しているのか、試合が楽しみ

です。 

2 年目のボート部生活。自分が挑戦する初めてのインカレが 9 月にあります。全艇イン

カレ最終日という目標を達成するには、さらにレベルアップしていかなければいけませ

ん。 

コロナの影響で乗艇練習のできない日々が続き、春の大会も無くなってしまいました。

モチベーションの保ちづらい日々ですが、ここで踏ん張って努力することで勝利に近づ

くと信じて励みたいと思います。1 番速く！ 

ついに最後のシーズンがやってきました。もう次こそは次こそはと言っていられない事

を、試合が近づくにつれて感じています。 

今シーズンは冬場のトレーニングが功を奏して体力の向上をかつてない程に感じること

が出来、またチームとしても試合に向けて非常に良い流れを作ることができました。 

史上最強の代、そして史上最強のチームになれる様、今まで積み上げてきたものを結果

に繋げたいと思います。 渡邉柊人(４,基電) 

中田渡月(3,工地) 

松本ひなた 

(2,外ミャンマー) 
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後援会名簿記載情報の間違いの訂正とお詫び 

このたび、1 月に発送いたしました部報「淀」に同封いたしました「後援会名簿」におきまして、S29 卒の木

野廣一様の住所を誤って変更して記載しておりましたが、下記のように木野様の住所に変更はございません。 

 

（正） 

〒573-0017 

大阪府枚方市印田町 33-6 

 木野廣一 様 

 

原因は、他の後援会員の住所変更の際に誤って木野様の欄に記入してしまったことが考えられます。後援会名

簿郵送後に間違いについて指摘をいただきました。この場をお借りして、深くお詫び申し上げると共に、今後こ

のようなことがないよう十二分に注意を払ってまいります。 

 

後援会費を納入いただいた皆様 

(敬称略、4月 30日現在、4月分の未来基金を除く) 

S28 田澤 仁 

S28 米野 元夫 

S29 坂見 史朗 

S29 大河内 宏 

S29 木野 廣一 

S29 嶋谷 幸雄 

S31 野中 俊亮 

S32 塚原 宏 

S32 伊達 萬平 

S32 岡崎 好雄 

S32 岡見 克彦 

S34 村上 均 

S34 榎並 禎一 

S34 木野 納 

S35 奥田 禮三 

S35 喜多嶋 浩 

S35 上坂 達生 

S36 廣瀬 正典 

S36 武知 ハルミ 

S36 伴 務 

S37 森田 俊一 

S37 豊田 収二 

S38 深井 汪 

S39 西川 龍治 

S39 三井 宜之 

S39 大久保 延壽 

S39 坂上 博之助 

S40 行松 慶二 

S41 遠山 恵夫 

S41 賀來 克彦 

S41 岡谷 鋼 

S41 山下 晃 

S41 四手井 克巳 

S41 各務 正俊 

S42 城戸 良弘 

S42 浅井 保彦 

S43 鈴木 澄夫 

S43 舛井 元 

S45 神垣 英章 

S45 谷本 勇身 

S45 金城 奉逸 

S45 宮内 修平 

S45 太宰 俊造 

S46 三浦 誠次 

S47 片山 房一 

S48 谷脇 清隆 

S48 小畑 恒夫 

S48 村上 健治 

S50 前田 元 

S50 中川 知和 

S50 五十里 泰幸 

S50 東 辰雄 

S52 関 徹 

S52 西田 裕一 

S53 八河 泉 

S54 大浜 祥治 

S54 林 良紀 

S55 満井 憲嗣 

S55 藤田 幸治 

S55 坂本 泰之 

S55 榎本 朋彦 

S55 大槻 利幸 

S55 明賀 俊治 

S55 岩崎 知司 

S56 脇田 雄一 

S56 濱浦 安郎 

S56 上田 和光 

S56 山下 淳 

S56 松岡 和宏 

S58 中西 善久 

S58 藤原 康秀 

S58 杉谷 明夫 

S59 川崎 幸一 

S60 松山 雅人 

S61 式田 尚人 

S61 小川 喜幸 

S61 岩崎 公一 

S61 長沢 仁志 

S61 石崎 順 

S62 山口 嘉温 

S62 辻本 公一 

S62 今田 真 

S62 山崎 秀人 

S63 磯村 敬 

S63 小椋 一徳 

S63 松本 和彦 

S63 増地 伸之 

H02 福島 周之 

H02 岸本 博人 

H02 平野 敦嗣 

H02 野阪 泰三 

H02 杉浦 智 

H02 佐藤 弘康 

H03 児山 潤 

H03 須原 政之 

H03 上原 紀之 

H03 今城 律雄 

H03 中村 勤也 

H03 舘 勝則 

H03 沖永 浩樹 
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H03 西山 誠治 

H04 加藤 亮 

H04 広瀬 成志 

H04 増地 容子 

H05 松本 和徳 

H05 牛尾 知雄 

H05 木村 幸二 

H05 田中 元史 

H06 鷹野 誠 

H06 植田 晋太郎 

H06 田中 久人 

H07 中西 芳文 

H07 定 道生 

H07 田中 靖幸 

H07 岩熊 秀治 

H08 小森 武廉 

H08 桐山 博之 

H08 櫻井 岳暁 

H09 松田 時宜 

H09 中原 章 

H09 前島 展也 

H10 岩崎 倫敦 

H10 石野 徹 

H10 杉原 桂太 

H10 吉田 大輔 

H10 高畠 康之 

H10 小松 俊一 

H10 石野 徹 

H10 難波 誠 

H10 蓮沼 誠久 

H10 藤本 多聞 

H11 國松 祐樹 

H11 向井 信吾 

H11 野中 康充 

H12 田中 崇敏 

H12 澁谷 明 

H12 竹井 信行 

H12 奥野 史也 

H14 山中 祐治 

H15 田中 慶史 

H16 滝口 裕太 

H17 帆前 智美 

H18 小林 哲也 

H18 滝 順次 

H18 滝口 春香 

H19 田中 資人 

H19 仲尾 圭市 

H20 森廣 邦彦 

H20 吉田 徳幸 

H20 古田 沙織 

H20 今永 栄太 

H22 高津 淳 

H22 河野 悠玄 

H22 前田 譲章 

H22 北本 匡 

H22 佐藤 悠 

H22 森 裕紀 

H22 前田 譲章 

H23 山本 卓也 

H23 山本 理沙 

H23 刀根 真理子 

H23 繁昌 和也 

H23 刀根 真理子 

H24 宗廣 友佳 

H24 菱川 友輔 

H24 宗廣 友佳 

H25 北川 夏子 

H26 森野 瑞祈 

H26 森野 達也 

H26 山岨 優 

H26 奥中 芽映 

H27 石井 健太郎 

H27 横川 龍世 

H28 大原 海人 

H28 藤澤 晃太郎 

H28 今井 藍子 

H28 戸野 侃 

H29 篠原  功一  

H29 竹内 穂波 

H29 佐藤 菜乃子 

H30 和田 励一郎 

H30 松重 諒 

H30 小松 蒼 

H30 阿世知 優華 

H30 川尻 真広 

H30 増田 多衣子 

H30 北坂 大志 

H30 小松 蒼 

H31 降矢 名甫子 

H31 東川 一希 

H31 菅野 照生 

H31 中村 裕美 

H31 門田 理子 

H31 和田 優生 

H31 刀根 みなみ 

H31 近藤 智輝 

H31 見砂 香織 

H31 寺前 拓馬 

H31 中田 啓心 

H31 中田 健志 

H31 田中 健登 

H31 今玉利 祐希 

R2 山下 雅弘 

R2 米田 三穂 

R2 古藤 裕香 

R2 松浦 健太 

R2 林 雄大 

R2 吉田 雅幸 

R2 山下 雅弘 

R2 佐野 海瑚人 

R2 新田 優也 

R2 遠藤 知則 

 

 

 

 

 


