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ひときわ寒さを感じる季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今シーズンは新型コロナ
ウイルス感染症の影響で厳しい環境でしたが、O B・OG 様や保護者様をはじめ皆様から多大なご支援を
頂き誠にありがとうございました。四回生は引退しオフシーズン期に入りましたが、先輩方の意思を受
け継ぎ心身ともに鍛えております。来シーズンも勝利に向けて部員一丸となって取り組んで参りますの
で、今後ともご支援ご声援の程宜しくお願いいたします。           男子主将 古江資輝 
 

【シーズン活動】 

京都レガッタ      9 月 27 日（日） 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

男子舵手付きフォア・・・・・・準優勝 

S:牛山啓(3) 3:古江資輝(3) 2:鈴木基也(1) B:尾上龍哉(3) C:松井智也(4) 

男子シングルスカル A・・・・・・準優勝 

S:武長省吾(4) 

男子ダブルスカル A・・・・・・3 位 

S:近藤拓真(3) B:竹花友樹(3) 

男子シングルスカル B・・・・・・4 位 

S:釜坂晴樹(2) 

男子シングルスカル C・・・・・・5 位 

S:岩切俊介(2) 

男子ダブルスカル B・・・・・・予選敗退 

S:服部悠真(3) B:神前明秀(3)  

 

 
 
 

 
 
 

 



第 98 回全日本選手権大会  

10 月 8 日（木）～11 日（日） 埼玉県戸田市戸田ボートコース 

女子舵手付きエイト・・・・・・優勝！！ 
S:志賀早耶香(1) 7:松田京子(1) 6:鈴木伶奈(2) 5:中澤春香(関西電力) 4:西彩里佐(2)  

3:福原萌意(3) 2:久保那月(1) B:池田有里(2) C:可児晴美(4) 

 

女子舵手なしペア優勝！！ 
S:鈴木伶奈(2) B:松田京子(1) 

 

 

 

男子舵手付きフォア・・・・・・8 位 

S:牛山啓(3) 3:古江資輝(3) 2:鈴木基也(1) B:尾上龍哉(3) C:松井智也(4) 

バウで出場しました池田（2 回生）です。コロナの影

響で全日本選手権が今季初レースとなり、予選が始

まるまで、メンバー全員がとても緊張していました。

しかし、それまでの練習でそれぞれが悩み苦しみな

がらも精一杯取り組んできたことが力となり、自分

自身とメンバーを信じ、全てを出し切ることができ

たレースでした。レースはずっと接戦の状態で、最後

の最後まで緊迫した状態が続き、とても苦しかった

です。しかし、立命館のスイープ種目でこだわってい

る「一本の強さと長さ」を最後にしっかり発揮するこ

とができたことが、優勝という結果に繋がったので

はないかと思います。今後とも、ご支援ご声援のほど

よろしくお願いいたします。 

バウで出場しました松田(1 回生)です。7 連覇がか

かっていたのでプレッシャーがありましたが、勝つ

ことが出来てほっとしています。エイトとのダブル

エントリーで両方の完成度を高めることは大変で

したが、以前にもペアを組んでいた相方の先輩との

クルーだったので自信を持ってレースに挑むこと

が出来ました。実際のレースではなかなか相手との

差をつけることが出来ず、また、前日までのエイト

でのレースの疲れもあり、本来のパフォーマンスが

出来なかった悔しさが残りました。来年の大会では

連覇はもちろん、圧倒的な力で勝てるようにチーム

全員で底上げしていきたいと思っています。今後と

もご支援ご声援よろしくお願いいたします。 



第 47 回全日本大学選手権大会 
10 月 22 日（木）～25 日（日） 埼玉県戸田市戸田ボートコース 

女子舵手付きフォア・・・・・・優勝！！3 連覇！！！ 
S:志賀早耶香(1) 3:松田京子(1) 2:鈴木伶奈(2) B:池田有里(2) C:可児晴海(4) 

 
 

女子舵手なしペア優勝！！ 
S:福原萌意(3) B:西彩里佐(2) 

 

 

 

 

 

 

この度、COX として出場した可児（４回生）です。

昨年に引き続き優勝することができ、３連覇を成

し遂げることができました。漕手が１回生と２回

生で編成されたとても若いクルーではありました

が、立命館としてのプライドを魅せることができ

た大会となりました。個人的な内容となりますが、

昨年は失敗続きで力不足を痛感しました。今年は

艇を進めるための技術だけでなく、クルーとの関

わり方、言葉の伝え方も思考実践修正を繰り返し、

優勝に貢献することができました。後輩たちがこ

れからも皆様に応援をし続けていただけるような

チームづくりをしてくれると思いますので、これ

からも立命館大学ボート部を見守っていただける

と嬉しいです。 

ストロークで出場しました福原(3 回生)で

す。この度、1 回生のインカレから連続で出

場してきた舵手なしペアで念願の優勝を果

たすことができ、嬉しい気持ちでいっぱい

です。練習では上手くいかないことが多く、

予選でも良い漕ぎができず不安になること

もありました。しかし、決勝ではスタート

からゴールまで、勢いのある漕ぎを貫くこ

とができました。最後まで自分達を信じて

取り組むことができたのは、たくさんの応

援と支えがあったからだと強く実感してい

ます。来シーズンも日頃の努力と周囲への

感謝を結果という形で示してまいります。 



男子舵手なしクォドルプル・・・・・・準決勝 3 位 
S:神前明秀(3) 3:竹花友樹(3) 2:近藤拓真(3) B:釜坂晴樹(2) 
女子シングルスカル・・・・・・準決勝 3 位 
S:久保那月(1) 
男子舵手付きフォア・・・・・・敗者復活戦 3 位 
S:牛山啓(3) 3:古江資輝(3) 2:鈴木基也(1) B:尾上龍哉(3) C:松井智也(4) 

 

 

＜新入生紹介＞ 
大変遅くなりましたが、今年度入部いたしました新入部員を紹介いたします。 

今年度はコロナウイルスの流行により、従来の活発な新入生勧誘をすることができませんでしたが、

5 名の漕手が入部いたしました。 

①学部学科②出身県・出身高校③今後の目標 

手に持っているボードにはそれぞれの意気込みを書いてもらいました！！個性が出ていますね！！ 

 

切田大晴 

 

 

 

 

 

 

 

 
①食マネジメント学部食マネジメント学科 
②東京都國學院大學久我山高等学校 
③すべてが新しい環境の中でたくさんの刺激
を受け、日々努力し精進します。 

久保那月 

 

 

 

 

 

 

 

 
①スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 
②福井県立美方高等学校 
③立命館大学の選手として自覚をしっかり
持ち、何事にも一生懸命取り組み成長しま
す。日本一を目指します。 

志賀早耶香 

 

 

 

 

 

 

 

 
①経済学部経済学科 
②福井県立美方高等学校 
③立命館大学ボート部の一員としての自覚と
責任感を持ち、日々の練習から変化を求めて努
力します。 

鈴木基也 

 

 

 

 

 

 

 

 
①経済学部経済学科 
②静岡県立浜松湖南高等学校 
③最初の一年という貴重な時間の中で、たく
さんの物事を心と体両方で学びとり、チーム
の戦力となれる人間を目指します。 



松田京子 

 

 

 

 

 

 

 

 
①スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 
②東京都成立学園高等学校 
③怪我をしない身体作りとケアを徹底し、パフ
ォーマンスを安定させることで常にチームの
戦力になれる選手を目指します。 

 

 

 

 

 

＜新幹部紹介＞ 
改めまして 2021 年度の新幹部を紹介いたします。 
 

男子主将 古江資輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

理工学部 3 回の古江資輝です。今年のチーム目

標は「アベック優勝」でチームスローガンは「All 

out」です。これは全てを出し切るだけでなく、

全員で優勝に向かって練習するという意味もこ

められています。今年のチームは体だけでなく

心を鍛えることにも重点を置いています。特に

男子は近年悔しい結果が続いていますが今年こ

そは優勝できるよう新たな取り組み、意識改革

をしています。これからもご支援ご声援よろし

くお願いします。 

女子主将 鈴木伶奈 

 

 

 

 

 

 

 

 
経済学部 2 回生の鈴木伶奈です。 
女子主将として、応援したくなるようなチーム
を確立させます。そのために部員全員が応援さ
れる人物がどういう人なのかを考え・行動し、1
年後には素晴らしいチームになれるよう、積極
的にチームメイトとコミュニケーションをとっ
ていきます。そして、これまで先輩方が残してき
てくださった功績を引き継ぎ、「やっぱり立命は
強いな」と言っていただけるよう日々のトレー
ニングに励みます。クルーみんなで切磋琢磨し、
現状に満足せず日本一にこだわり続け、立命の
プライド・感謝気持ちを忘れず精進してまいり
ます。これからもご支援ご声援よろしくお願い
いたします。 



主務 日比皓一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

理工学部 2 回生トレーナーの日比皓一朗です。

部全体の事を把握し、マネージャーと協力して

選手全員がもっと練習や試合に集中できるよう

な環境づくりをしていきます。頼られる人を目

指し、最上回生に支えてもらうばかりではなく、

自分が最上回生を支えることを目標に精進して

参ります。これからも立命館大学ボート部のご

支援、ご声援をよろしくお願いいたします。 

会計 斉藤千愛美 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報理工学部 3 回生マネージャーの斉藤千愛美

です。本年度から会計を務めさせていただきま

す。これまでの先輩方が築き上げてきたものを

継承すると同時に、マネージャーの視点を活か

して新しいことにチャレンジします。最上回生、

そして幹部としての自覚と責任感を持った行動

を心掛けます。そして、私に任せてよかったと思

われるような、全ての人に信頼される会計とな

れるように頑張ります。これからもご支援・ご声

援よろしくお願いいたします。 

 

＜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。今年は新型コロナウイルスの流行により、選手た

ちには従来の年とは違った困難があったと思われますが、皆様のご支援・ご声援のおかげで、今年

も無事結果を残すことができました。満足のいく結果を残せた人、悔しい結果になってしまった人

もいると思いますが、これからも共に成長していくことができればと思います。私自身も練習がで

きること、大会が開催されることは当たり前ではないのだと、改めて気づかされました。今年の経

験をもとに、これからも支えてくださる方々への感謝の気持ちを忘れず活動してまいりたいと思い

ます。来年のシーズンに向け、部員一同さらにパワーアップしてまいりますので、ご支援・ご声援の

程宜しくお願いいたします。次号では初詣、引退された 4 回生の方々の最後の挨拶等を掲載いたし

ます！             

2 回生 舩木めい 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本一を目指します。 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は 2019 年 12 月に撮影されたものを使用しております。 


