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漕艇部だより 

 

活動再開のお知らせ 

大阪大学漕艇部は 3 月末より活動を中止しておりましたが、7 月 16 日より活動を再開いたしました。現在、

厳重な感染対策のもと活動を行っております。 

日々感染が拡大している状況ですので、部員・スタッフ一同細心の注意を払いながら感染防止と練習の両立に

努めてまいります。インカレまでの今シーズンも残すところあと 2 か月となりましたが、今後も変わらぬ応援を

よろしくお願いいたします。 

感染対策について 

 大阪大学漕艇部では、以下のような感染対策を行っております。 

感染防止の 3 つの基本： ①身体的距離の確保  ②マスクの着用  ③手洗い 

・密接、密集、密閉の３密を避ける。 

・人との間隔はできるだけ 2m（少なくとも 1m）を空ける。 

・人との間隔が十分取れない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。但し、高温や多湿といった環境下でのマスク着用は、熱

中症のリスクが高くなるので、屋外で人と十分な距離（少なくとも２ｍ以上）が確保できる場合には、マスクを外す。 

・家に帰ったらまず手や顔を洗う。 人混みの多い場所に行った後は、できるだけすぐに着替え、シャワーを浴びる。 

・手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可） 

・こまめに換気（エアコン併用で室温を 28°C 以下に） 

・毎朝の体温測定、健康チェック。 

・発熱又は風邪の症状がある場合はムリせず自宅で療養。 

・共有物は消毒剤（0.05%次亜塩素酸ナトリウムや 70％アルコール）を用いて消毒する。 

・不特定多数の人が接触するおそれのある場所への出入りを避ける。 

 

公益社団法人日本ボート協会の「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対策としてのボート競技のトレーニング再開のための

ガイドライン」には、ボート競技のトレーニングについて、以下の内容が記載されています。 

・ボート競技は、非接触性の屋外スポーツであり、外気の流れによって、安全が確保される。 

・ウイルスは新鮮な水の中で一時的に残存するが、きれいな水を介しての感染は知られていない。 

・クルーボートの場合、メンバー間の距離は最低でも 1.2m が保たれている。 

・クルーで練習することが多いので、練習メンバーの把握を行う。 

・トレーニングルームでは十分換気し、1 人 5m2 以上確保する。 

・エルゴトレーニングは換気をして 1.5m（少なくとも 1m）間隔を空けて使用する。 

・寝具の間隔が 1m 以上確保できない場合は、隔壁等を設けることを推奨する。 
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以上を基本的対策とし、以下にその他の詳細な注意事項をまとめました。 

【注意事項】 

乗艇 

・COX はマスクまたはフェースシールド、漕手はマスクをする必要はないが、メガネ、サングラスを着用するのが望ましい。 

・艇整備の際は、使い捨てのゴム手袋を着用する。 

ウェイトトレーニング 

・練習中は軍手・グローブを着用し、使用後は消毒する。 

・ストレッチは個人のヨガマットを使用 

食事 

・食事を作る際は、ゴム or ビニール手袋の着用する。（現在食事作りは行っておりません） 

・使用した食器は、洗った後にペーパータオルで拭き、消毒する。 

・箸は使用前に水洗して使用するか、割りばしを使用する。 

・プロテインは個人所有とする。 

その他 

・練習開始前に検温し、クルーリーダーに報告し、記録する。37.0°C を超えたら練習を控える。 

・体調不良の場合または味覚障害等、新型コロナウイルスの兆候が見られた場合、自宅にて安静にする。 

・体調不良が数日継続するときは病院へ行き、医師の診断を受ける。 

・医師の診断に従い、感染症の疑いがある場合は、当該部員との濃厚接触者へ通知し、自宅待機を要請する。 

・万一新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、帰国者・接触者相談センターに連絡する。 

・感染者が出た場合、主務から、部長、監督および学生センターに連絡し、部活動の停止など適切な対処を行う。 

 

なお、現在は合宿所での宿泊と食事の提供は行っておりません。再開の目途が立ち次第、それぞれについて詳

細な注意事項を定める予定です。 

以上の対策を徹底し、感染防止に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

食堂に設置したパーテーション          降艇後はマスクを着用し、距離を取ってのミーティング 



 3 

試合日程のご案内 

 現在出場を予定している大会は以下の通りです。なお、今後の状況変化によって予定に変更が生じた場合は、

追ってメーリスや Facebook などでお知らせいたします。 

 

〇西日本選手権［浜寺漕艇場］ 9 月 26 日（土）・27 日（日） 

〇全日本大学選手権（インカレ）［戸田漕艇場］ 10 月 22 日（木）～25 日（日） 

 

出場クルーについては、西日本選手権は全員出場、インカレは上位クルーのみが出場する予定です。 

なお、9/5 に予定していた阪名戦は延期となりました。日程は確定次第お知らせいたします。 

試合クルーのご紹介 

先日、自粛期間明け初めてのエルゴ 2000tt 選考が行われ、試合のクルーが暫定的に決定いたしましたので、

お知らせします。なお、インカレに関しては艇種ごとに出場クルーの選考が行われる予定です。 

【男子】 

対抗エイト（白鳳） 

C 藤井孝之(4), 大久保佑弥(4), 金丸大成(4), 寺田義満(4), 山本昌(4), 弓削俊介(4), 渡邉柊人(4), 山本康平(3), 柏原航太(2) 

2nd ペア（雷神） 

今井啓介(3), 高橋響生(3) 

3rd フォア（蜻蛉） 

C 廣山諒介(3), 星野元彦(3), 大藪友希(2), 河合泰成(2), 宗平祐樹(2) 

4th フォア（天満） 

C 上町茉未花(4), 阿部祥葵(3), 中川裕二(3), 内田元貴(2), 中田蒼一郎(2) 

5th フォア（DAHLIA） 

C 松尾裕輝(2), 横田涼一(3), 笹橋功一(2), 中塚陸朗(2), 則行智尋(2) 

舵手なしクォドルプル（雷鳥） 

須多敏貴(M1), 野口敦司(4), 菊川直樹(3), 中田渡月(3) 

シングルスカル 

［蒼穹］西下光洋(2), ［桔梗］川上亮(2) 

 

【女子】 

舵手付きクォドルプル（天游） 

C 勝部天音(3), 刀祢響子(3), 盛本瑚乃(3), 小島万侑(2), 冨田実都(2) 

シングルスカル 

［紅霞］渡邊真子(4), ［皐月］藍田彩花(2), ［蓮華］芦田桃佳(2), ［銀杏］仲田万佑子(2) 
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試合への意気込み 

 例年とは全く違う形で迎えることとなった試合シーズン、最終学年としてチームを引っ張る 2 人に試合への意

気込みを語ってもらいました。 

 

 

 

 

 

 

弓削俊介(4 外英) 

 

 

 

 

 

 

 藤井孝之(4 外露) 

阪大広報から取材を受けました！ 

 今年 2 月、阪大広報の方より取材を受け、マネージャーにスポットを

当てた特集を書いていただきました。 

取材当日はモーション開始の朝 5 時から夕方まで密着してくださり

（当時は合宿中）、現在の漕艇部マネージャーが行っている仕事はもちろ

ん、部活や選手への熱い思いなども紹介していただきました。部の内情

を知っている方でも楽しめる、とても読み応えのある記事になっており

ます。 

 この記事は、現在一般公開中の阪大生向けスマートフォンアプリ「My 

Handai」アプリ内に投稿されておりますが、そのスクリーンショットを

大阪大学漕艇部 HP にも掲載しております。 

 以下 URL 及び QR コードが HP の該当ページとなっておりますので、

ぜひご覧ください。 

 https://osakaunivrowing.wixsite.com/osakarowing-info/media 

 

 

 

3 月より自粛していた全体練習が 7 月より再開し、目標に向けて各クルー日々練習

を重ねております。全クルーインカレ最終日を掲げた今シーズンも残り僅か、この

苦しい時期に練習が出来ることに感謝し、一日一日を大切に 10 月までひた走って

行きたいと思います。 

OB·OG の皆様におかれましても大変な時期ではあると思いますが、今後とも変わら

ぬご支援ほどよろしくお願い致します。 

コロナ渦の自粛期間中に学業や就職活動のために選手から降りることを余儀なく

された同期や後輩がたくさんいました。私はいろんな偶然が重なって、幸い最終シ

ーズンのラストレースまでボートに全力で取り組むことができます。 

今自分がボートをできることに最大限の感謝をしながら、漕手の努力を 2 倍 3 倍に

できるような精一杯の COX ワークを魅せていきたいと思います。 

↑アプリ内記事の一部 



 5 

2020 シーズン後援会費を納入いただいた皆様( 2020 年 8 月 12 日現在) 

 

※未来基金に関しては 6 月 30 日までに納入を確認できた方々を掲載しております。（敬称略） 

 

S28 田澤 仁 

S28 米野 元夫 

S29 坂見 史朗 

S29 大河内 宏 

S29 嶋谷 幸雄 

S29 木野 廣一 

S31 野中 俊亮 

S32 伊達 萬平 

S32 岡見 克彦 

S32 岡崎 好雄 

S32 塚原 宏 

S34 榎並 禎一 

S34 村上 均 

S34 木野 納 

S35 奥田 禮三 

S35 喜多嶋 浩 

S35 上坂 達生 

S36 伴 務 

S36 武知 ハルミ 

S36 廣瀬 正典 

S37 森田 俊一 

S37 豊田 収二 

S38 深井 汪 

S39 坂上 博之助 

S39 三井 宜之 

S39 森田 泰司 

S39 西川 龍治 

S39 大久保 延壽 

S40 行松 慶二 

S41 遠山 恵夫 

S41 岡谷 鋼 

S41 賀來 克彦 

S41 各務 正俊 

S41 山下 晃 

S41 四手井 克巳 

S41 宅 清光 

S42 城戸 良弘 

S42 浅井 保彦 

S42 野村 興世 

S43 舛井 元 

S43 鈴木 澄夫 

S45 宮内 修平 

S45 金城 奉逸 

S45 神垣 英章 

S45 太宰 俊造 

S45 谷本 勇身 

S46 三浦 誠次 

S47 片山 房一 

S48 小畑 恒夫 

S48 村上 健治 

S48 谷脇 清隆 

S50 吉川 正道 

S50 五十里 泰幸 

S50 前田 元 

S50 中川 知和 

S50 東 辰雄 

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 榎本 朋彦 

S55 岩崎 知司 

S55 坂本 泰之 

S55 大槻 利幸 

S55 藤田 幸治 

S55 満井 憲嗣 

S55 明賀 俊治 

S56 山下 淳 

S56 松岡 和宏 

S56 上田 和光 

S56 脇田 雄一 

S56 濱浦 安郎 

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 岩崎 公一 

S61 式田 尚人 

S61 小川 喜幸 

S61 石崎 順 

S61 長沢 仁志 

S62 奥村 啓之 

S62 今田 真 

S62 山口 嘉温 

S62 山崎 秀人 

S62 中浦 亨 

S62 辻本 公一 

S63 磯村 敬 

S63 小椋 一徳 

S63 松本 和彦 

S63 増地 伸之 

H01 花木 正孝 

H01 今津 潤 

H01 出口 剛也 

H01 浅野 哲 

H02 岸本 博人 

H02 久保 隆彦 

H02 佐藤 弘康 

H02 杉浦 智 

H02 福島 周之 

H02 平野 敦嗣 

H02 平野 敦子 

H02 野阪 泰三 

H03 沖永 浩樹 

H03 舘 勝則 

H03 今城 律雄 

H03 今清水 健一 

H03 児山 潤 

H03 上原 紀之 

H03 須原 政之 

H03 西山 誠治 

H03 中村 勤也 

H03 内生蔵 正浩 

H04 岡本 幸治 

H04 加藤 亮 

H04 広瀬 成志 

H04 今峰 秀樹 

H04 増地 容子 

H05 牛尾 知雄 

H05 松本 和徳 

H05 田中 元史 

H05 木村 幸二 

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 村井 弘太郎 

H07 中西 芳文 

H07 定 道生 

H07 田中 靖幸 

H08 桐山 博之 

H08 山田 晃司 

H08 小森 武廉 

H08 櫻井 岳暁 

H09 松田 時宜 

H09 前島 展也 

H09 中原 章 

H10 岩崎 倫敦 

H10 吉田 大輔 

H10 金澤 荘平 

H10 高畠 康之 

H10 小松 俊一 

H10 杉原 桂太 

H10 石野 徹 

H10 藤本 多聞 

H10 難波 誠 

H10 蓮沼 誠久 

H11 下埜 靖 

H11 向井 信吾 

H11 野中 康充 

H11 國松 祐樹 

H12 阿部 修也 

H12 奥野 史也 

H12 小林 正明 H12 竹井 信行 H12 田中 崇敏 H12 澁谷 明 H14 宮田 譲 
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H14 山中 祐治 

H14 浅津 秀明 

H15 高橋 林太郎 

H15 田中 慶史 

H15 片岡 誠 

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 本山 英延 

H18 小林 哲也 

H18 滝 順次 

H18 滝口 春香 

H18 本山 麻衣子 

H19 仲尾 圭市 

H19 田中 資人 

H20 吉田 徳幸 

H20 古田 沙織 

H20 今永 栄太 

H20 山本 さやか 

H20 森廣 邦彦 

H22 河野 悠玄 

H22 高津 淳 

H22 佐藤 悠 

H22 森 裕紀 

H22 前田 譲章 

H22 北本 匡 

H23 山本 卓也 

H23 山本 理沙 

H23 刀根 真理子 

H23 繁昌 和也 

H24 宗廣 友佳 

H24 菱川 友輔 

H24 堀内 啓吾 

H25 岩崎 茉衣子 

H25 赤阪 駿太 

H25 北川 夏子 

H26 奥中 芽映 

H26 山岨 優 

H26 小松 史人 

H26 森野 瑞祈 

H26 森野 達也 

H27 横川 龍世 

H27 鬼塚 裕也 

H27 小松 侑葵 

H27 森 勇気 

H27 石井 健太郎 

H28 戸野 侃 

H28 今井 藍子 

H28 佐橋 航 

H28 川村 遊 

H28 大原 海人 

H28 藤澤 晃太郎 

H29 佐藤 菜乃子 

H29 篠原  功一  

H29 竹内 周平 

H29 竹内 穂波 

H29 東出 賀名子 

H29 能勢 昴尚 

H30 阿世知 優華 

H30 三浦 颯馬 

H30 小松 蒼 

H30 松重 諒 

H30 川尻 真広 

H30 増田 多衣子 

H30 北坂 大志 

H30 木本 瑞基 

H30 来住 美里 

H30 和田 励一郎 

H31 井村 匠 

H31 奥田 沙希 

H31 近藤 智輝 

H31 見砂 香織 

H31 降矢 名甫子 

H31 今玉利 祐希 

H31 山本 雄大 

H31 寺前 拓馬 

H31 森山 雄斗 

H31 菅野 照生 

H31 中村 裕美 

H31 中田 啓心 

H31 中田 健志 

H31 田中 健登 

H31 刀根 みなみ 

H31 東川 一希 

H31 門田 理子 

H31 和田 優生 

R2 加田 優花 

R2 吉田 雅幸 

R2 古藤 裕香 

R2 佐野 海瑚人 

R2 山下 雅弘 

R2 松浦 健太 

R2 新田 優也 

R2 米田 三穂 

R2 林 雄大 

R2  遠藤 知則 


