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  合宿所:〒520-2142 滋賀県大津市玉野浦 6-17 

今年は格別に残暑が厳しいようですが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。シーズンが始まって 3 ヶ月が経

ちました。今年は「考動〜continue to change〜」をスローガンに、考え行動し、より強いチームになるよう

日々精進しています。そして、今年は新入生 15 名を加え、総勢 40 名の部活となりました。新しいチームと

して今シーズンも応援して下さる皆様に良い結果を報告出来るよう部員一同取り組んで参ります。今後と

もご支援・ご声援の程宜しくお願い致します。 

主将     福田 

＜シーズン活動＞ 

中日本レガッタ  4月 20日～22日 愛知池漕艇場 

女子舵手無しペア 優勝・準優勝 

優勝   W2-B S：伊関法子（3） B：佐野ゆりな（4） 

準優勝  W2-A S：上京未来（4） B：高野晃帆（3） 

 

 

バウで出場しました佐野（4 回生）です。今まで、スイープ種目でエイトの試合は、何度か出場させて頂きましたが、

ペアでの出場は、初めてでした。この中日本レガッタでは、私たちの強みを 1000m のレースで出し切ることができ、

とても収穫を得ることができました。このレースで得たことを 2000m のレースでも生かせるよう、今後の練習に励ん

でいきたいと思います。 

 



女子舵手付きクォドルプル 3位 

S：佐野ゆりな（4） 3：高野晃帆（3） 2：上京未来（4） B：伊関法子（3） C：佐藤美月（4） 

 
2 番で出場しました上京（4 回生）です。今大会のクォドメンバーはペアとのダブルエントリーで出場させていただき

ました。レースでは、中盤で 1 位のデンソーさんに追いつきかけましたが粘りが足りず、離されてゴールする展開と

なりました。2本目のレースだったこともありますが、後半からもっと艇を伸ばしていけるようにしたいです。今大会で

は、漕ぎの面以外にも普段の生活など日常からの準備の大切さを強く実感しました。結果を残すことはもちろんで

すが、日頃の行動から、多くの方に応援していただけるような取り組みをしていきます。これからもご支援、ご声援

をよろしくお願いいたします。 

男子舵手付きフォア 3位 

S：池田悠一郎（4） 3：福田将（4） 2：武長省吾（２） B：宮本雄喜（3） C：松井智也（2） 

 
ストロークとして出場しました池田（4 回生）です。フォアで初めてのストロークということもあり、リズムをつくることに

集中しました。500m 付近まで上位のクルーについていくことができましたが、ラストスパートで上げきれずに課題が

残る結果でもありました。これから大会が続くので、全国レベルで戦えるよう日々トレーニングに励みます。今後も

ご支援、ご声援の程宜しくお願い致します。 

 

女子ダブルスカル 準決勝敗退 S:楠菜々子（４） B:木戸ひかり（3） 



朝日レガッタ  ５月３日～６日 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

女子舵手付きクォドルプル 優勝 

S：伊関（3） 3：高野（3） 2：上京（4） B：佐野（4） C：佐藤（4） 

 

ストロークとして出場しました伊関（3 回生）です。昨年の朝日レガッタではダブルで優勝し、同種目も 2 連覇がかかった

大会でプレッシャーの中、優勝することができました。ホームコースでアベック優勝と、今シーズンの勢い作りといて良い

スタートができたと思います。また多くのご支援・ご声援あっての結果であると改めて感じ、感謝の気持ちを忘れず今後も

練習に励みたいです。今回の結果に満足することなく、今後も結果で恩返しできるように頑張りますので、応援よろしくお

願いいたします。 

男子舵手付きフォア 優勝 

S：武長（2） 3：福田（4） 2：池田（4） B:宮本（3） C：松井（2） 

COX として出場しました松井（2 回生）です。昨年も同種目で出場し、３位という悔しい結果に終わりました。今大会は絶

対に優勝してリベンジするという強い思いをもって日頃の練習から取り組んできました。２週間前に同じクルーで中日本

レガッタに出場し、社会人クルーとレースしたことで自分たちの課題が明確となり、朝日レガッタまでの２週間、優勝する

ためには何をすれば良いのかを考え練習してきました。レースではスタートで出遅れたもののそこから自分たちが２週間

で課題克服してきたことをレースで表現でき２位に 0.3秒差で差し、優勝することができました。 

この結果に甘んじることなく、インカレ・全日本選手権で優勝し、強い男子を取り戻せるように日々精進して参りますので

今後とも暖かいご声援お願い致します。  



 

 

男子ダブルスカル A 準決勝敗退 S：尾上龍也（1） B：牛山啓（1） 

男子ダブルスカル B 準決勝敗退 S：河内広人（4） B：福井一矢（4） 

女子ダブルスカル A 準決勝敗退 S：楠菜々子（4） B：木戸ひかり（3） 

女子ダブルスカル B 準決勝敗退 S：福原萌意（1） B：菊地菜央（1） 

 

 

第 40回全日本軽量級選手権 2018ジャパンカップ国際レガッタ 

5月 17日～20日 埼玉県戸田市・戸田ボートコース 

 

女子ダブルスカル 5位・7位 

5位 W2×B S：楠（4） B：上京（4） 

7位 W2×A S：伊関（3） B：佐野（4） 

 

 

 

ストロークで出場しました楠（4 回生）です。今シーズン最初の 2000 メートルレース、またクルーメンバー二人とも 4 回生

ということもあり、最後の全日本軽量級選手権となりました。結果は 5 位という悔しい結果になりましたが、予選から順位

決定選までどんどん良いレースを重ねることができ、レベルの高いダブルスカルでの 5 位入賞は自分の成長を感じるこ

とができました。遠方から応援に来てくださった OB の方、家族、忙しい中でも時間を作って私達の指導をしてくださる監

督コーチに感謝して、これからのシーズンレースで良い成績を残せるよう努めます。 

 

 

 



男子ダブルスカル 6位 

S：宮本（3） B：牛山（1） 

 

バウで出場しました牛山（1回生）です。クルー結成から大会まで１週間弱と、練習期間が短かったため、１日１日の練習

では課題を明確に持ち、練習していきました。レースでは、予選は上がれなかったものの、全体で見たら上位のタイムを

出すことができ、日々の練習の成果を実感できました。さらに、敗者復活、準決勝、順位決定とレースを重ねていくにつ

れて、キャッチ、フィニッシュ等、二人の息も合っていき、最終的に６位という順位をつけることができました。しかし、決勝

へ行くにはまだ技術、体力ともにまだまだだと感じたので、これからの日々の練習で、さらなるレベルアップを目指して頑

張ろうと思います。 

女子舵手なしペア ナショナルチーム 優勝 

S：高野（3）  

 
ストロークとして出場しました高野（3回生）です。このレースには東北大学 4回生の西原佳さんと共に出場しました。3

月の選考後このレースに参加することが決定し、かなりの不安がありました。練習時間が十分に確保できず、また西原さ

んは初めてのスイープだったからです。しかし、城崎合宿や合間をぬっての練習を重ね少しずつ成長することができまし

た。レースはコースコンディションにより変則的になりましたが、あの時点での私たちの出来る事は発揮できたと思いま

す。しかし、それが良かったと言えるものではなかったので、6月、7月とアジア大会までの合宿で技術を磨いて悔いのな

いレースができるように成長していこうと思います。ナショナルチームとして動く事で、立命館としての活動がなかなかで

きていない現状に色々と考えることもありますが、他の部員にいい報告や何か刺激になる活動ができれば良いと思って

いるので、これからも応援・ご支援よろしくお願い致します。 



 

この大会で高野は 2018年アジア競技大会の代表選手に選出されました。 

 

 

男子舵手なしペア タイムトライアル敗退 S:武長（2） B：福田（4） 全体 23位  

 

関西学生新人ナックルレガッタ 6月 2日～3日 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

結果は残念ながら A クルーは予選敗退、B クルーは準決勝敗退でした。一回生は、はじめてのレースで様々な感想を

持ったと思います。このレースを糧として今後活躍していけるように練習に励んでいきます。 

 

 

 

 5月 6日（日） アーブしが 

 

朝日レガッタ後、アーブしがにて OB総会が行われました。今回の朝日レガッタでは男子舵手付きフォア、

女子舵手付きクォドルプルともに優勝という結果を残すことが出来ました。この結果に満足せず、部員一

同精進していきますので、今後ともご支援・ご声援よろしくお願いします。また、OB の皆様とは立命館大

学のボート部の歴史、就職活動や企業情報などさまざまなお話ができました。今後の活動に非常にため

になることを教えていただきました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。



 

今年度、入部いたしました新入生を紹介していきます。漕手 10 名とマネージャー5 名を加え、さらにパワ

ーアップしていきます。手に持っている紙には、いつも遠くから応援してくださる両親へのメッセージが書

いてあります。 

（名前・学部学科・出身高校・自分が考える理想の選手像・今後の目標） 

 

 

 

尾上龍哉 牛山啓 

  

 

スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 

岡山県 関西高等学校 

人に感動を与えるレースができる選手 

日本一 

 

経済学部経済学科 

長野県 岡谷南高等学校 

常に笑顔で戦える選手 

日本一 

 



菊地菜央 福原萌意 

  

 

経済学部経済学科 

愛媛県立宇和島東高等学校 

常に最高のパフォーマンスをし、上を目指し続ける選

手 

日本一になる 

 

スポーツ健康学部スポーツ健康科学科 

広島県立廿日市高等学校 

妥協しない選手 

 

全国制覇 

誰かの心に強く残るレースをする 

 

 

竹花友樹 近藤拓真 

  

 

経済学部経済学科 

立命館宇治高等学校 

周りから応援される選手 

エルゴ 2000ｍ6分 50秒台 

 

スポーツ健康科学部 

立命館宇治高等学校 

応援される選手 

エルゴ 2000ｍ7分をきる 

 

 



神前明秀 古江資輝 

  

 

経済学部経済学科 

履正社高等学校 

決して諦めない選手 

大会優勝 

 

理工学部ロボティクス学科 

私立大成高校 

怪我などをしない強い身体をもった選手 

今年はしっかり身体を作り毎日少しずつ成長すること 

 

 

 

服部 悠真 新階彩幸 

  

 

経済学部経済学科 

三重県立津高等学校 

チームに貢献できる選手 

自分に負けないこと 

 

情報理工学部 

私立土佐塾高等学校 

辛いときでも、笑顔を欠かせない選手 

２０００m漕いでも疲れない体力をつける 

 

 

 



今井みさ 齋藤圭希 

 

 

 

産業社会学部 

福井県立美方高等学校 

選手が練習・試合に集中できるように、サポートを頑張

ります！ 

 

食マネジメント学部 

私立西南学院高校 

選手が、全力を尽くせるよう精一杯サポートさせてもら

います！ 

 

 

斉藤 千愛美 山田紗加 

  

情報理工学部 

私立上宮高校 

料理作り以外にも選手のサポートとなる事を積極的に

頑張りたいです！ 

 

スポーツ健康科学部 

立命館守山高等学校 

選手が飽きないメニューを考えること、料理を作ること

です！ 

 

 

 



鈴木麻以 

 

食マネジメント学部 

私立愛知淑徳高校 

選手に喜んでもらえるような料理を作りたいです！ 

 

 

 

＜編集後記＞ 

最後まで読んでいただきありがとうございます。今年度から立命塾を引き継ぎました２回生マネージャーの宇野で

す。今までの立命塾の良さを残しつつ、さらに進化させていきます。新入生も入部し本格的にシーズンが始まりまし

た。次号は 8月に行われた関西選手権からお伝えしていきます！                   ２回生 宇野花厘 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

今後の主な年間スケジュール 

 

☆第 45回全日本大学選手権大会 

・・・9/6（木）～9/9（日） 埼玉県戸田・戸田ボートコース 

☆第 64回中日旗争奪びわ湖レガッタ 

・・・9/22（土）～23（日） 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

☆第 73回国民体育大会ボート競技 

・・・9/30（金）～10/3（月） 福井県久々子湖ボートコース 

☆第 96回全日本選手権大会 

・・・10/25（木）～28（日） 埼玉県戸田市・戸田ボートコース 

☆第 59回全日本新人選手権大会 

・・・11/9（金）～11（日） 埼玉県戸田市・戸田ボートコース 

 

 

引き続きご応援よろしくお願い致します！ 

 

 

 

 



 

日本一を目指して頑張っていきますので 

今後ともボート部活動へのご支援ご声援の程、 

よろしくお願い申し上げます。 

 

ボート部活動資金 

銀行振込口座 

滋賀銀行本店営業部 普通口座 737232 

「立命館大学ボート部 OB会」宛 

 

 


