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淀 61 号の発送について

 今回の漕艇部だよりと共に、「淀 61 号」および「2020 年度後援会名簿」を発送いたしました。この度の発行

にあたりましては、たくさんの方々にご協力いただき、ありがとうございました。「淀」をさらに良いものとする

ため、皆様のご意見を下記アドレスまでお寄せいただければと思います。よろしくお願いいたします。

（info@ourc1896.club） 

 

◇同封書類のご案内 

 今回発送の漕艇部便りには以下の書類を同封しております。ご確認ください。 

・淀 61 号 

・漕艇部だより 淀 61 号発送号 

・2020 年度後援会費納入のお願い 

・大阪大学漕艇部・大阪大学漕艇部後援会名簿 

・後援会費「口座自動振替」および「ペイパル」のご

案内といずれかのご採用のお願い 

初漕会と新年会のご報告 

2020 年 1 月 3 日に守口艇庫にて初漕会と新年会を行い、お越しいただいたみなさまより激励のお言葉をいた

だきました。また、お酒や料理などの差し入れも頂き、大変盛り上がりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲2020 年 1 月 3 日 守口艇庫にて 

mailto:info@ourc1896.club
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京都レガッタのご報告 

2019 年 10 月 14 日に滋賀県立琵琶湖漕艇場にて開催された京都レガッタに出場し、新人女子舵手付きクォド

ルプルが優勝、新人男子エイト、新人男子舵手付きフォアがそれぞれ決勝 5 位に入賞しました。 

［新人女子舵手付きクォドルプル］優勝 (C 井村, S 渡邊, 3 小島, 2 中木, B 今玉利) 

［新人男子舵手付きエイト］5 位入賞 (C 遠藤, S 柏原, 7 河村, 6 林, 5 髙橋, 4 河合, 3 新田, 2 宗平, B 津村) 

［新人男子舵手付きフォア］5 位入賞 (C 藤井, S 大藪, 3 松浦, 2 中田, B 内田) 

 

2019 年度関西学生秋季選手権大会(加古川レガッタ)のご報告 

 2019 年 11 月 1～3 日に加古市立漕艇センターにて開催された 2019 年度関西学生秋季選手権大会に 12 クルー

が出場し、新人女子舵手付きクォドルプルと新人男子舵手付きフォアが優勝しました。 

［新人女子舵手付きクォドルプル］大阪大学 A 優勝 (C 井村, S 渡邊, 3 小島, 2 中木, B 八杉) 

                大阪大学 B  6 位入賞 (C 上町, S 松本, 3 藍田, 2 今玉利, B 仲田) 

                大阪大学 C 敗者復活戦敗退 (C 勝部, S 山田, 3 冨田, 2 山本, B 中村) 

［新人男子舵手付きフォア］大阪大学 A 優勝 (C 藤井, S 大藪, 3 松浦, 2 中田, B 内田) 

             大阪大学 B 敗者復活戦敗退 (C 西澤, S 中塚, 3 沢辺, 2 和田, B 松尾) 

［新人男子エイト］ 

大阪大学 A 4 位 (C 遠藤, S 柏原, 7 河村, 6 林, 5 髙橋, 4 河合, 3 新田, 2 宗平, B 津村) 

大阪大学 B 敗者復活戦敗退 (C 中田啓, S 竹田, 7 西下, 6 川上, 5 野崎, 4 笹橋, 3 マイケル, 2 則行, B 吉田) 

［男子舵手付きフォア］5 位入賞 (C 廣山, S 阿部, 3 中川, 2 横田, B 星野) 

［男子シングルスカル］大阪大学 A(須多) 準決勝進出、B (中田渡)、C (倉元)、D（菊川）敗者復活戦敗退 

 

第 60 回 全日本新人選手権大会のご報告 

 2019 年 10 月 25～ 27 日に戸田ボートコースにて開催された全日本新人選手権大会に男子舵手付きフォアと

女子ダブルスカルが出場し、残念ながら敗者復活戦敗退となりました。

 

 

 

 

 

 

 

 

▲男子舵手付きフォア蜻蛉 (C 廣山, S 石井, 3 髙橋, 2 山本康, B 今井) ▲女子ダブルスカル飛燕(S 刀祢, B 盛本) 
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正田杯のご報告 

2019 年 12 月１日、大阪大学吹田キャンパスにて開催された正田杯(体育会主催の駅伝大会)に、漕艇部から男子

8 チーム、女子 4 チームが参加し、女子の部で渡邊、冨田、松本、小島チームが優勝、男子の部で髙橋、河合、

中田渡、星野チームが 3 位入賞を果たしました。 

 

 

 

 

 

 

        ▲女子の部 優勝チーム                      ▲男子の部 3 位入賞チーム 

第 4 回 Head of the Yodo のご報告 

 2019 年 12 月 21 日 Head of the Yodo を主催し、淀川水域で練習を行っている大阪大学 16 クルー、神戸大学

5 クルー、大阪工業大学 7 クルーの三大学から全 28 クルーが参加しました。鳥飼大橋と淀川新橋の往復約８.2km

のロングレースで熱い戦いを見せました。男子舵手付きフォアを基準として算出した換算タイム（転回含む）を

もとに、順位を決定しました。以下の通り結果をお知らせいたします。 

順

位 
大学・艇種 艇名 タイム 換算タイム(倍率) 

1 大阪大学 M4+ 蜻蛉 32:02 0:32:04(1) 

2 
大阪工業大学 

M4+ 
allegro 32:44 0:33:19(1) 

3 神戸大学 M4+ 神空 33:28 0:33:30(1) 

4 大阪大学 M4x 雷鳥 31:11 0:33:41(1.08) 

5 神戸大学 M4+ 敏馬 33:22 0:33:58(1) 

6 
大阪工業大学 

M1x 

大阪工業

大学 A 
37:01 0:34:04(0.92) 

7 大阪大学 M4- 天湊 32:06 0:34:06(1.06) 

8 大阪大学 M4+ 天満 34:08 0:34:34(1) 

9 大阪大学 M4- ibis 32:35 0:34:37(1.06) 

10 大阪大学 M4+ 八雲(OB) 34:26 0:34:42(1) 

11 
大阪工業大学 

M1x 
豊 38:19 0:35:16(0.92) 

12 大阪大学 M1x 竜胆 38:30 0:35:26(0.92) 

13 大阪大学 W4+ 天澪 39:16 0:35:44(0.90) 

14 神戸大学 M8+ 八十八 31:21 0:35:54(1.13) 

順

位 
大学・艇種 艇名 タイム 換算タイム(倍率) 

15 大阪大学 M2x 雷神 36:07 0:36:02(0.99) 

16 
大阪工業大学 

M8+ 
重吹 32:09 0:36:16(1.13) 

17 大阪大学 W1x 皐月 43:15 0:36:18(0.84) 

18 神戸大学 W4x 舞子 40:05 0:36:34(0.91) 

19 
大阪工業大学 

M2- 
Aile 37:42 0:36:43(0.97) 

20 神戸大学 W8+ 紫陽 36:44 0:37:09(0.99) 

21 大阪大学 M8+ ∞ 32:54 0:38:03(1.13) 

22 大阪大学 M1x あやめ 42:33 0:39:10(0.92) 

23 
大阪工業大学 

M1x 
雄風 42:38 0:39:14(0.92) 

24 大阪大学 W2x 飛燕 43:44 0:39:31(0.90) 

25 大阪大学 W2- 飛瑞 45:07 0:39:35(0.88) 

26 大阪大学 M1x 蒼穹 43:21 0:39:54(0.92) 

27 
大阪工業大学 

M8+ 
神風 34:56 0:40:03(1.13) 

28 大阪大学 M1x 桔梗 46:31 0:42:49(0.92) 

ともに淀川で練習に励んでいる大学と交流でき、冬場の練習の数少ないイベントとして良い刺激となりました。  
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後援会費を納入いただいた皆様 

(2019 年 9 月 22 日〜2020 年 1 月 5 日現在、11 月末までの未来基金含む、敬称略) 

S28 田澤 仁 

S28 米野 元夫 

S29 坂見 史朗 

S29 大河内 宏 

S32 塚原    宏 

S32 伊達 萬平 

S32 岡崎 好雄 

S34 村上 均 

S34 榎並 禎一 

S35 奥田 禮三 

S36 廣瀬   正典 

S36 武知 ハルミ 

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 

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 太宰 俊造 

S45 金城 奉逸 

S46 三浦 誠次 

S47 片山 房一 

S48 谷脇 清隆 

S48 小畑 恒夫 

S50 前田 元 

S50 中川 知和 

S50 五十里 泰幸 

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 

S56 脇田 雄一 

S56 濱浦 安郎 

S56 松岡 和宏 

S56 上田 和光 

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 

S62 山口 嘉温 

S62 辻本 公一 

S62 今田 真 

S63 磯村 敬 

S63 小椋 一徳 

S63 松本 和彦 

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 

H04 加藤 亮 

H05 松本 和徳 

H05 牛尾 知雄 

H06 鷹野 誠 

H06 植田 晋太郎 

H07 中西 芳文 

H07 定 道生 

H07 田中 靖幸 

H08 小森 武廉 

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 

H11 國松 祐樹 

H11 向井 信吾 

H14 山中 祐治 

H15 田中 慶史 

H17 帆前   智美 

H18 小林 哲也 

H19 田中 資人 

H20 森廣 邦彦 

H20 吉田 徳幸 

H20 古田 沙織 

H22 高津    淳 

H22 河野 悠玄 

H22 前田 譲章 

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 北川 夏子 

H26 森野 瑞祈 

H26 森野 達也 

H26 山岨 優 

H28 大原 海人 

H28 藤澤 晃太郎 

H28 今井 藍子 

H28 藤澤 晃太郎 

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 篠原  功一 

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 

R2 山下 雅弘 

「淀」に広告を提供いただいた皆様 

今号の淀には、下記の方々より広告を提供いただきました。誠にありがとうございました。

S47 新谷 充則 様 

S48 村上 健治 様 

S52 佐々木 啓益 様 

S56 上田 和光 様 

H02 平野 敦嗣 様 

H07 岩熊 秀治 様 

ボートハウスミネルバ 様 

 (株)桑野造船 様 

 

(株)双陽社 様

(株)マリン大阪 様 

 


