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漕艇部だより 

 厳しい残暑もようやく和らぎ秋の訪れを感じる頃、

いよいよ 2020 シーズンが幕を開けました。今シーズン

第 1 号の漕艇部だよりをお届けいたします。 

 今年度もどうぞよろしくお願いいたします。 

納会のご報告 

 9 月 22 日、守口艇庫にて 2019 年度納会が行われました。お越しいただいたみなさまより、先シーズン

を振り返るお言葉や新シーズンに向けてのお言葉をいただきました。また、先シーズンは後援会のみなさ

まより厚いご支援、ご声援をいただきまして誠にありがとうございました。 

 今シーズンも部員一同、精一杯頑張って参りますので、今後ともご声援の程よろしくお願いいたします。 

 

2020 年度陣容    

部長 松本和彦（法 S63） アドバイザリーコーチ 杉藤 洋志 

監督 今城律雄（理化 H03） ストレンクスコーチ 秋山 昌俊 

後援会長 前田 元（医 S50） 男子対校コーチ 山本雄大（工自 H31） 

  男子 Jr.コーチ 香川 晶夫（工理 H31） 

  男子スカルコーチ 田中健登（法法 H31） 

男子スカルコーチ補佐 林 雄大（工理 R2） 女子クルーコーチ 小松 蒼（基シ H30） 

女子クルーコーチ補佐 吉田 雅行（工理 R2） 男子対校コーチ補佐 遠藤 知則 （工理 R2） 

主将 弓削 俊介（外英 4） 男子 Jr.コーチ補佐 新田 雄也（工自 R2） 

主務 諸越 研人（法法 4） 後援会 高田 侑依（工自 4） 

副務・学連 武内 里紗（経 4） 出版 古川真子（工地 4） 

会計・未来基金 大谷 真寛（人人 3） 広報 中原 結花（医保 4） 

部長あいさつ 

松本 和彦(法 S63) 

新しいシーズンを新鮮な気持ちで迎えられることを嬉しく思っています。個人的には、部

長に就任して 4 度目のシーズンです。当初の新鮮な気持ちが失われていないか、常に自問

するのですが、幸か不幸か、漕艇部は私をのんびりした気分にさせてくれません。昨シー

ズンに明らかになった課題の多くは、今シーズンも課題として残っています。昨シーズン

に味わうはずだった勝利の美酒も、今シーズンにとっておいたままです。今シーズンこそ
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は、という思いを期待に代えて気持ちを高めています。この高揚を皆さんと共有できれば

幸いです。現役選手の皆さん、コーチング･スタッフの皆さん、マネジメント･スタッフの

皆さん、そして後援会の皆さま方、今シーズンもどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

後援会長あいさつ 

前田 元(医 S50) 

2019 年度のシーズンが終わり、新しい年度が始まりました。9 月に行われた最終戦のイン

カレでは、阪大としては満足な結果は出せず、唯一 OX 盾で M8+が準決勝に進出したのみ

でした。しかしながら関西の他大学の成績をみますと、M4+で同志社が優勝、大阪府大が

4 位、M4-で同志社が 4 位、M2-で京大が 4 位、W4+で立命館が優勝など、決勝戦に進出

したクルーも多くみられました。さすがに M8+では関東勢に水をあけられていますが、今

後はこの差を縮めていかなければなりません。後援会としても、気持ちを新たにして支援

をしていきたいと考えています。本年度もよろしくお願いいたします。 

 

監督あいさつ 

今城 律雄(理化 H03) 

昨シーズン 1 年間、漕艇部の活動に対し、ご支援いただき、厚く御礼申し上げます。 

朝日レガッタでは男子対校エイト、男子舵手付フォア共に決勝戦に進出し、全日本選手権

では男子舵手付フォアが準決勝に進出しました。しかし、その後阪名戦では男女対校クル

ー敗北、関西選手権では男子舵手なしペアが準優勝、女子ダブルスカルは決勝進出、浜寺

杯エイトは二連覇しましたが、男子対校エイトは決勝に進めませんでした。OX 盾で Jr.エ

イトが 4 年連続で準決勝に進出しましたが、インカレは全クルー予選敗退に終わり、ここ

数年間続いていたインカレ準決勝以上も途絶えました。部員、特に男子部員は 5 年前に比

べて 2 倍以上増えていますが、残念ながら部員増を戦績に結び付けることができていませ

ん。戦績が振るわなかった理由として 12 月に感染症によって 3 週間近く断続的に艇庫封

鎖になり、年末年始、試験期間と続き、オフシーズンに十分なトレーニングができなかっ

たこと、シーズンを通じて練習実施率が低下しており、部全体のフィジカルが低下したこ

とが挙げられます。 

今一度自分たちの活動を見直し、毎回の練習を確実に実施することから立て直しを図りた

いと考えております。今シーズンも引き続き、後援会の皆様からの暖かいご支援を宜しく

お願い申し上げます。 
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主将あいさつ 

弓削 俊介(外英 4) 

2020 シーズン主将を務めさせていただきます、弓削俊介です。 

今年度は新たな体制の下で、全部員が一丸となって、インカレ最終日を目指します。 

本年度も応援よろしくお願いいたします。 

 

主務あいさつ 

諸越 研人(法 4) 

2020 シーズン主務を務めます諸越研人です。 

今シーズンは現状に満足することなく、部員全員が 1 秒でも艇速を上げるために日々考

え、努力し続けます。そして、その頑張りが最後に未だ見たことのない最高の場所へと連

れて行ってくれると信じています。 

応援よろしくお願いします。 

 

▲納会後、守口艇庫にて 

 

漕艇部メールアドレスの変更のお知らせ 

大阪大学漕艇部のメールアドレスを変更致しましたので、お知らせ致します。 

以前使用しておりました main@ourc.info から、info@ourc1896.club に変更致しました。 

ご用の際は、後者のアドレスまでメールをいただきますよう、よろしくお願い致します。 

 

mailto:info@ourc1896.club
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全日本大学選手権大会、オックスフォード盾レガッタのご報告 

9 月 5 日(木)〜9 月 8 日(日)に埼玉県戸田ボートコースにて全日本大学選手権大会およびオ

ックスフォード盾レガッタが行われましたので、以下に結果を掲載いたします。 

[男子対校舵手付きフォア]敗者復活敗退（C 遠藤,S 寺田,3 金丸,2 大久保,B 山本晶） 

[女子対校ダブルスカル] 敗者復活敗退（S 平尾,B 渡邊） 

[男子舵手なしフォア] 敗者復活敗退（S 林,3 新田,2 竹田,B 松浦） 

[男子舵手なしペア] 敗者復活敗退（S 山本雄,B 吉田） 

[男子シングルスカル] 敗者復活敗（須多） 

[女子舵手付きクォドルプル] 敗者復活敗退（C 上町,S 今玉利,3 刀祢,2 栗田,B 盛本） 

[オックスフォード盾レガッタエイト A]準決勝敗退（C 西澤,S 石井,7 高橋,6 渡邉,5 弓削,4

今井,3 中川,2 柏原,B 野口） 

[オックスフォード盾レガッタエイト B]予選タイム敗退（C 藤井,S 阿部,7 山本康,6 菊川,5 中

田,4 倉元,3 天野,2 横田,B 星野） 

★インカレ、今シーズンを終えての感想 

▲準決勝進出が決まった瞬間のオックスフォ

ード盾エイト・白鳳 

▲惜しくも準決勝進出を逃した男子舵手なし

フォア・天湊 

卒業生 男子主将 松浦 健太（基シス） 

3 回目のインカレ。過去 2 回は全く歯が立たずに敗者復活戦敗退。三度目の正直とし

て最上回 4 人で臨んだ。結果は敗者復活戦敗退ではあったが、最後まで食らいつくこ

とができるまでは成長した。最高に苦しく、楽しい 2000m だった。 

卒業生 女子主将 平尾 悠（文人） 

最後は史上最悪の幕切れでした。納得のいく負け方など決してなく、行き場のない気

持ちに潰されそうでした。今シーズンは人数や実力から、踏み台になっても仕方がな

い一年だと冷静に受け止め、それならどうすべきかを真剣に考えてきました。私は、

今年一年間の成果は来年、再来年に必ず出ると信じています。 
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進水式のご報告 

 7 月 6 日に、舵手なしフォア・舵手なしクォドルプル兼用艇「ibis」、舵手付きフォア「蜻

蛉（せいれい）」、モーター「白鯨」計３艇の進水式が執り行われました。 

蜻蛉（トンボ）は「勝ち虫」とされており、また４枚の羽根を持つことから、共に勝利を目

指すフォアの艇名にふさわしいとして名付けられました。 

進水式には松本部長、前田後援会長、豊中学生センターより平谷課長にお越しいただき、漕

艇部の今後の勝利を全員で祈願いたしました。

▲奥から白鯨、蜻蛉、ibis ▲前田後援会長と平谷課長によるテープカット

後援会費を納入いただいた皆様(2019 年 9月 1日〜30 日) 

H22 高津 淳 

H17 帆前 智美 

R2 山下 雅弘 

H09 松田 時宜 

S56 脇田 雄一 

H02 福島 周之

未来基金での納入は記載しておりません。納入いただいた皆様、誠に有難うございます。 

今後の試合のご案内 

 

 

関東支部会のご報告 

8 月 26 日、関東支部会が催されましたので、以下で先シーズン後援会担当マネージャー高

田からご報告いたします。 

 

2019 年 9 月 7 日に東京・飯田橋にて開催されました、関東支部会についてご報告いたしま

す。ご多忙の中、16 名の OB・OG の方々がご参加くださいました。普段、後援会の皆様と、

電話やメールなどでご連絡をとることが多いですが、実際に顔を合わせてお話しさせてい

ただき、とても有意義な時間となりました。いろいろな世代の OB・OG の方々から昔のボ

10 月 25 日〜27 日 第 60 回 全日本新人選手権大会 埼玉県戸田ボートコース 

11 月 1 日〜3 日 第 30 回 関西学生秋季選手権大会 加古川大堰ボートコース 
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ート部のお話や、現在の生活のお話など、様々なお話を聞くことができ、とても楽しく、和

やかな会でした。次回の開催もとても楽しみにしております。 

 (4 回生マネージャー 高田) 

関東支部会にご参加くださった皆様 

S41 宅 清光 

S48 谷脇 清隆 

S50 前田 元 

S59 川崎 幸一 

H02 野坂 泰三 

H03 今城 律雄 

H03 甲斐 陽一 

H06 鷹野 誠 

H12 桐谷 憲治 

H14 浅津 秀明 

H14 竹内 健  

H15 高橋 林太郎 

H20 山本 さやか 

H25 赤阪 駿太 

H26 山谷 達也 

H28 戸野 侃

 

 

 

 

 

▲関東支部会 集合写真 

第 61号「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。 

寄付のお願い 

大人数での合宿生活を送るボート部では、多くのものが不足し、老朽化も一般家庭より早く

進んでしまいます。寝具（毛布類）、調理器具（鍋など）、家電（冷蔵庫、洗濯機）等、引っ

越しや買い替えで不要になったものがございましたら、ぜひご連絡をお寄せください。 

広告、寄稿、寄付などについてのご連絡は下記までお寄せください。 

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。 

大阪大学漕艇部出版担当 古川 真子   info@ourc1896.club  

mailto:info@ourc1896.club

