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同封書類のご案内 
 今回発行の漕艇部だよりには以下の資料を同封しております。ご確認ください。 

・阪名戦のお知らせ  

・後援会費納入のお願い（既納の方には同封しておりません） 

・ペイパル自動振替登録のお願い（既にご登録いただいた方には同封しておりません） 

 

試合シーズンのご案内 
 今シーズンは 4月 20日（土）21日（日）に浜寺漕艇場にて開催される「西日本選手権」から試合が始

まります。現在出場を予定しております大会は以下の通りです。 

 今シーズンこそ全クルーが目標を達成できるようマネージャーも含め部員一丸となって戦いに臨んで

まいりますので、どうぞご声援のほどよろしくお願いいたします。 

  

４月 

２０・２１日 西日本選手権＠浜寺 

２７・２８日 大阪シティレガッタ＠桜ノ宮 

５月 

３～６日  朝日レガッタ＠琵琶湖 

２３～２６日 全日本選手権＠戸田 

６月 

２２日   阪名戦＠浜寺 

７月 

１３・１４日 関西選手権＠浜寺 

９月  

５～８日   全日本大学選手権＠戸田 

 

※今年は西日本選手権が４月開催になっております。 

※阪名戦の日程は大阪で G２０が開催される影響を受け、土曜日となっております。 

※各大会でのクルーは HPや後援会メールにてお知らせいたします。 
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新艇購入のご報告 
 大阪大学未来基金事業・平成３０年度高額経費援助により舵手なしクォドル

プル艇「Ibis」を新たに大阪大学漕艇部の一員として迎えることとなりました。 

新艇の艇名である「Ibis」はコウノトリを意味し、部に幸せと勝利を運ぶことを

祈り名付けられました。 

 新艇「Ibis」での阪大ボート部の快漕にご期待ください。 

 

新人勧誘にあたって 
 今年度も新人勧誘の季節となりました。今年度は H２８卒の戸野侃氏をアドバイザーに迎え、新勧統括の藤

井孝行（三回生舵手）の下、部一丸となって新人勧誘にあたって参ります。 

 また新人ヘッドコーチには H３１卒の香川晶央氏が就任し、新人の育成にあたります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田合宿のご報告  

男子対校クルーは二月末から、女子クルーは三月初めから戸田漕艇場にて、男子は東北大学、女子は学

習院大学と合同練習を行いました。他大学との合同練習を経て、各自が自身の課題を発見することができた

有意義な合宿となりました。また帯同したマネージャーにとっても他大のシステムを知るいい機会となりました。 

 

 

 

 

 

↑新艇「Ibis」 

☆二回生マネージャー 大谷真寛（新人担当マネージャー） 

 今期マネージャー育成は「ボート選手の支えとなり、楽しみながら動く

ことのできるマネージャーを育成する」を方針として動いてまいります。 

 漕手の皆に信頼されることはもちろん、OB/OG の皆様にも愛され信

頼していただけるマネージャーを育成してまいりますので今後ともどうぞ

よろしくお願いいたします。 

↓
試
乗
会
で
の
一
コ
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☆三回生漕手 野口敦司（男子対校エイト「白鳳」） 

 東北大学さんと合同練習させていただきました。いつもとは違う環境

で練習したことが新たな刺激となり、短い間でしたがボートに限らず、

生活面でも多くのことを学ぶことができました。試合に向けてより一層

気が引き締まる合宿となりました。 

☆三回生漕手 寺田喜満（男子対校エイト「白鳳」） 

 今年の対校エイトは新３・４回生中心のクルーです。昨シーズン結果

を残さなかった悔しさを皆味わっているので、それを糧に冬の練習に

取り組んできました。西日本選手権を皮切りに結果を残していきます。 

 

↑東北大学との記念写真 

↓
昨
年
度
の
様
子 



後援会費を納入していただいた皆様 
  後援会費を納入いただいた方の氏名を記載しております。納入頂き誠にありがとうございます。 

部員の漕技向上と、練習環境の向上のため大事に使用させていただきますので、 

今後ともご支援ご鞭撻のほど何卒よろしくお願いいたします。 

 

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 

S32 伊達 萬平 

S32 岡見  克彦 

S32 岡崎 好雄 

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 

S37 森田 俊一 

S37 平田  照宙 

S37 豊田 収二 

S38 深井 汪 

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 

S42 城戸 良弘 

S42 浅井 保彦 

S42 野村 興世 

S43 舛井 元 

S43 武内 一彦 

S43 鈴木 澄夫 

S45 河野 常治 

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 西崎 晶士 

S47 片山  房一 

S48 小畑  恒夫 

S48 谷脇 清隆 

S50 前田 元 

S50 東 辰雄 

S52 関 徹 

S52 佐々木 啓益 

S52 西田 裕一 

S53 金平 淳 

S53 八河 泉 

S54 大浜 祥治 

S54 林 良紀 

S55 岩崎 知司 

S55 坂本 泰之 

S55 秋丸 仁朗 

S55 明賀 俊治 

S56 松岡 和宏 

S56 上田 和光 

S56 水上 裕之 

S56 脇田 雄一 

S56 濱浦 安郎 

S58 杉谷 明夫 

S58 中西 善久 

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 長沢 仁志 

S62 奥村 啓之 

S62 山口 嘉温 

S62 辻本  公一 

S63 磯村 敬 

S63 小椋 一徳 

S63 松本 和彦 

S63 増地 伸之 

H02 岸本 博人 

H02 佐藤 弘康 

H02 平野 敦嗣 

H02 野阪 泰三 

H03 沖永 浩樹 

H03 舘 勝則 

H03 甲斐 陽一 

H03 今城 律雄 

H03 今清水健一 

H03 上原 紀之 

H03 須原 政之 

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 坂本 洋 

H04 増地 容子 

H05 牛尾 知雄 

H05 松本 和徳 

H05 木村 幸二 

H05 柳田 学 

H06 植田晋太郎 

H06 鷹野 誠 

H06 脇田 尋樹 

H07 岩熊  秀治 

H07 香山 二郎 

H07 中西 芳文 

H07 定  道生 

H07 田中 靖幸 

H08 櫻井 岳暁 

H09 前島 展也 

H09 中原 章 

H10 岩崎 倫敦 

H10 吉田 大輔 

H10 結城 健生 

H10 高畠 康之 

H10 小松 俊一 

H10 杉原 桂太 

H10 石野 徹 

H11 向井 信吾 

H11 國松 祐樹 

H12 阿部  修也 

H12 奥野  史也 

H12 桐谷 憲治 

H14 山中 祐治 

H14 八木  利典 

H15 水谷 元 

H15 片岡 誠 

H16 滝口 裕太 

H17 有冨  優 

H18 滝 順次 

H18 滝口 春香 

H18 尾崎  有紀 

H19 藤田  真吾 

H20 羽原 健雄 

H20 吉田 徳幸 

H20 古田 沙織 

H20 今永 栄太 

H20 山崎 悠 

H20 森廣 邦彦 

H20 堀江 仁志 

H21 山田 浩司 

H22 河野 悠玄 

H22 佐藤 悠 

H22 森 裕紀 

H22 北本 匡 

H23 山本 卓也 

H23 山本 理沙 

H24 宗廣 友佳 

H24 菱川 友輔 

H25 稲葉  智宏 

H25 月足龍之輔 

H25 赤阪 駿太 

H25 男澤  秀明 

H25 北川 夏子 

H26 奥中 芽映 

H26 横山 弘尭 

H26 三谷 武史 

H26 山谷 達也 

H26 小松  史人 

H26 森野  瑞祈 

H26 森野  達也 

H26 豊田 由季 

H27 石井健太郎 

H27 前田 貴星 

H27 福永 篤志 

H28 戸野 侃 

H28 今井 藍子 

H28 西本  聖 

H28 大原  海人 

H28 田中麻由子 

H28 藤澤晃太郎 

H29 十河 伸作 

H30 稲毛  桃子 

H30 小松 蒼 

H30 松重 諒 

H30 徳舛 直樹 

H31 見砂 香織 

H31 降矢名甫子 

H31 森山 雄斗 

H31 東川 一希 

H31 門田 理子 

 

※敬称略

 


