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夏真っ盛りとなり、熱い練習の毎日が続いております。春に、13 名の新入部員が加わり、我がボート部
にも新しい風が吹き始めました。新入部員の勢いに負けず、上回生として部員を引っ張って行けるよう
に頑張ります。今もなお続いている新型コロナウイルスの対策を引き続き行い、チーム一丸となって勝
ちにこだわるシーズンにしていきます。今後ともご支援ご声援よろしくお願いいたします。  

女子主将:鈴木伶奈 
 

【オフシーズン活動】 

＜初詣＞ 建部大社 

はじめに、前号から更新が空いてしまったことを深くお詫び申し上げます。今年は部員全員マスクを着
用し、毎年お世話になっている建部大社にて初詣をさせていただきました。短い時間でのお参りとなり
ましたが、2021年の部員全員の健康・活躍をお祈りしました。2021年も、チーム一丸となって頑張って
まいります。(写真撮影時だけマスクを外して撮影いたしました。) 

 
 

[2020 年度 4 回生挨拶] 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

男子主将/理工学部 松井智也 
 
理工学部４回生松井智也です。ボート部での 4 年
間は多くのことに挑戦させていただきました。最
後の 1年間は、COXでありながら主将を任せても
らい多くの経験をすることができました。特に新
型コロナウイルスの影響で私達の生活が一変。部
活動も一時停止となりましたが多くのご支援をい
ただき無事にシーズンを終えることができまし
た。本当にありがとうございました。 
この恵まれた環境の中で後輩たちには、自らの頭
で考え行動し挑戦し続けて欲しいと思います。こ
れから OB として応援しています。4 年間本当に
ありがとうございました。 
 
 

 
スポーツ健康科学部 日隈さつき 
 
先日、スポーツ健康科学部を卒業しました日隈さ
つきです。大学生活を振り返ると、沢山の壁にぶ
つかった 4 年間だったと思います。しかし、辛い
時こそ周りの人々にすごく助けられ、ありがたみ
や大切さに気づけた 4 年間でした。今後も周りの
人の支えになれる立派な人間を目指し、常に目標
を持って成長し続けたいと思います。4 年間、たく
さんのご支援・ご声援をありがとうございました。
これからも OB として皆様のお役に立てるように
頑張っていきたいと思います。また、後輩のみん
なは悔いの残らない充実した 4 年間にして下さ
い。これからも活躍を期待しています。今後とも
立命館大学ボート部をよろしくお願いいたしま
す。たくさんのご支援・ご声援ありがとうござい
ました。 
 

 

スポーツ健康科学部 可児晴美 

 

スポーツ健康科学部の可児晴海です。私は「伝え

る」大切さを学びました。多くの方が「普通」「当

たり前」と思われるでしょう。入学前の私も同じ

です。この「当たり前」という感覚が「伝える」の

障害物でした。自分の「当たり前」を取っ払い、相

手の立場となり考えてはじめて「伝える」が成り

立つと気付きました。様々な気付きの瞬間を与え

てくれた 4年間は財産です。 

応援していただいた皆様、ありがとうございまし

た。そして今後ともボート部を見守っていただけ

ると幸いです。 

 

 

経済学部 武長省吾 

 

経済学部 4 回生の武長省吾です。立命館大学ボー

ト部を通じてたくさん学ぶことが出来ました。ボ

ート部の練習、私生活と 4 年間たくさんのことを

学びとても充実し他生活を送ることが出来まし

た。後輩には部活動、私生活で辛いことや苦しい

こと沢山あると思いますが一つ一つの出来事を楽

しんでいって欲しいと思います。私も社会人とな

り辛いことや苦しいこと沢山あると思いますがそ

れを楽しみに変え頑張っていきます。OB になっ

ても立命館大学ボート部の一員である気持ちを忘

れず支えていきたいと思います。 

 

スポーツ健康科学部 鶴巻太雅 

 

スポーツ健康科学部の鶴巻太雅です。皆さんは、

成功の反対と言われたら何を考えますか？失敗と

考えると思います。対義語では正解ですが、私は

「何も挑戦しない」ことが成功の反対を示すと思

います。競技成績が良いことはもちろん成功と言

えます。残念ながら、私自身は全国で良い結果を

残すことができませんでした。しかし、大学に入

って初心者からボート競技に挑戦したことは私の

大学生活において大きな成功です。今まで多大な

るご支援、ご声援ありがとうございました。 

 
広報/経済学部 宇野花厘 
 
経済学部宇野花厘です。マネージャーとして立命
館大学ボート部の一員になれたことを誇りに思い
ます。練習をしている時、近隣住民の方から「立
命館の皆さんを 1 番応援してるよ」と言ってくだ
さったり、戸田へ遠征に行くと運営側の皆さまに
「立命館さん今年も期待してますよ」と話しかけ
てくださったり、愛されるチームだからです。こ
れは歴代の OB、OG の皆様が作ってくださった
歴史があるからこそだと思います。「周りから応援
されるチーム」になることを意識して後輩たちに
は行動して欲しいです。どんな時でも感謝を忘れ
ずに練習を続けると、誰か気づいてくれる人がい
ます。4 年間ご支援、ご声援ありがとうございまし
た。 
 



 

会計/経済学部 松本茜 

 

経済学部 4 回生の松本茜です。ボート部に入った

きっかけは、”日本一を目指す”そんなかっこいい

選手をサポートし、自分自身もボート部にいるこ

とでしか見ることのできない景色が見たいという

思いからでした。実際にボート部での 4 年間は、

大変なこともありましたが、それ以上に感動だっ

たり、部員との絆から得た強い繋がりが、人生に

おいて何よりの財産となりました。ボート部での

経験を活かし、次のステージでも後悔の無いよう

頑張りたいと思います。最後になりましたが、4年

間沢山のご支援、ご声援ありがとうございました。 

 

 

主務/経済学部 向井友紀乃 

 

経済学部４回生の向井友紀乃です。私はこの４年

間でチームの力を学びました。１＋１＝２になる

だけではなく、３にも４にも、それ以上にもなる

のだということです。ボート部生活の中で逃げ出

したくなったり心が折れてしまったりしたことも

ありました。それでも引退を無事迎えられたのは

チームのみんなの支えおかげです。後輩の皆さん

も、自分一人では叶わないこともチームメイトが

いるから実現できることがある、という強い思い

で頑張ってください。 

今後のさらなるご活躍をお祈り申し上げます！！ 4年間、ありがとうございました！！ 

【シーズン活動】 

＜第 66回中日本レガッタ＞  

4月 17日(土)～18 日(日) 愛知池漕艇場 

女子舵手なしペア・・・・・・優勝 

S:西彩里佐(3) B: 池田有里(3) 

男子舵手なしペア A・・・・・・４位               

S:牛山啓(4) B:古江資輝(4) 

男子舵手なしペア B・・・・・・５位 

S:鈴木基也(2) B:神前明秀(4) 

女子ダブルスカル B・・・・・・準決勝４着 

S:志賀早耶香(2) B:阿南美咲(1) 

男子ダブルスカル・・・・・・準決勝５着 

S:竹花友樹(4) B:釜坂晴樹(3) 

女子ダブルスカル A・・・・・・悪天候のため決勝中止     

S:鈴木伶奈(3) B:松田京子(2) 

女子舵手つきクオドルプル・・・・・・悪天候のため決勝中止 

S:志賀早耶香(2) ３:松田京子(2) 2:鈴木伶奈(3) B:阿南美咲(1) C:越智楽々渚(1) 

男子舵手なしフォア・・・・・・悪天候のため決勝中止 

S:牛山啓(4) 3:古江資輝(4) 2:鈴木基也(2) B:神前明秀(4)   

 

 

               (写真は Facebook より引用) 

 



＜第 74回滋賀県民体育大会＞ 

            ６月１９日(土) 滋賀県立琵琶湖漕艇場 

男子シングルスカル C・・・・・・優勝 

S:古江資輝(4) 

男子シングルスカル B・・・・・・２位        

S:神前明秀(4) 

男子シングルスカル D・・・・・・３位 

S:鈴木基也(2) 

女子シングルスカル A・・・・・・優勝 

S:松田京子(2) 

女子シングルスカル B・・・・・・２位 

S:志賀早耶香(2) 

女子シングルスカル C・・・・・・３位 

S:西彩里佐(3) 

女子シングルスカル C 国体選考会・・・・・・優勝 

S:鈴木伶奈(3) 

女子シングルスカル B 国体選考会・・・・・・２位 

S:池田有里(3) 

女子シングルスカル A 国体選考会・・・・・・３位 

S:福原萌意(4) 

男子舵手付きフォア国体選考会・・・・・・２位 

S:村上大将(3) 3:近藤拓真(4) 2:服部悠真(4) B:切田大晴(2) C:伊勢千真(1) 

男子ダブルスカル A・・・・・・優勝 

S:竹花友樹(4) B:梶原秀宇(1) 

男子ダブルスカル B・・・・・・２位 

S:釜坂晴樹(3) B:岩切俊佑(3) 

男子シングルスカル A 国体選考会・・・・・・５位      

S:深田健太(1) 

女子シングルスカル D・・・・・・４位 

S:久保那月(2) 

女子シングルスカル F・・・・・・５位 

S:菊池菜央(4) 

女子シングルスカル E国体選考会・・・・・・４位 

S:白石奈緒子(1) 

                                                                (写真は Facebook より引用) 

 



＜新入生紹介＞ 
今年度入部しました新入部員を紹介いたします。今年度は９名の漕手が入部いたしました。 
① 学部学科②出身高校③今後の目標 
手に持っているボードには今後の目標を書いてもらいました。これからの活躍が楽しみですね！次号で
は新マネージャー９人を紹介いたします。 

梶原秀宇  

   

① 理工学部環境都市工学科 
② 大阪府 清風高等学校 
③ 新しい環境での練習に慣れ、練習ができるこ

とへの感謝を忘れず、全国大会で結果を残す
という目標に向かって努力し続け、チームの
主戦力になります！ 

中西果穂 

   
① 経済学部経済学科 
② 福井県立敦賀工業高等学校 
③ 支えてくださる方々、練習場所の環境、ひと
つひとつの出来事に感謝の気持ちをしっかり持
ち、結果で恩返しをしていける選手になります。
そして日頃の練習を大切にし、常に挑戦し続け、
必ず日本一になります。 

白石奈緒子 

    

① 情報理工学部情報理工学科 
② 滋賀県立大津高等学校 
③ 周りの環境、サポートしてくださる方々に対

して常に感謝の気持ちを持ち、チームに貢献
できるような選手になります。 

下入佐太一 

    

① 理工学部ロボティクス学科 
② 岐阜県立岐山高等学校 
③ 日々の練習、先輩方の姿から多くの発見をし自
分のものにして、常に成長できる選手になります。
また、１回生として自分ができることを率先して
行動します。 

深田健太 

    
① スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 
② 滋賀県立瀬田工業高等学校 
③ 新しい環境での練習になれ、主力選手になり

ます。そして全国大会で結果を残します！常
に成長し、全てのことに感謝し練習に取り組
みます。 

越智楽々渚 

    

① スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科 
② 愛媛県立今治南高等学校 
③ 周りを見て動かずできることは積極的にして

いきます。 



阿南美咲 

   
① 経済学部経済学科 
② 成立学園高等学校 
③ 一回一回の練習を大切にし、常に成長し、圧

倒的な速さで日本一になります！ 

伊勢千真 

   
① 理工学部ロボティクス学科 
② 滋賀県立東大津高等学校 
③ 部やクルーに少しでも貢献できるよう頑張り

ます。 

太田昂大 

   
① 生命科学部応用化学科 
② 愛知県立津島東高等学校 
③ 少しでも早くこの環境と部活に慣れ、戦力と
なれるように頑張ります。 

 

今後の主な予定 

第 67回中日旗争奪琵琶湖レガッタ・・・・・・9/18(土)～9/19(日) 

京都レガッタ(一般の部)・・・・・・10/10(日) 

第 48回全日本大学選手権・第 99 回全日本選手権・・・・・・10/28(木)～10/29(金) 

 

※全日本新人選手権大会は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止となりました。そして、10月 28.29

日に全日本大学選手権・全日本選手権を合わせて行います。 

 

 

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。立命塾第 29号では初詣や引退された４回生の挨拶から

新入部員紹介までお伝えいたしました。今年も猛暑ではありますが部員一同頑張りますので、ご支援・ご

声援の程よろしくお願いいたします。次号では関西選手権から掲載いたします！  １回生 上野萌衣 

  

今後の主な予定 

◆ 第 67回中日旗争奪琵琶湖レガッタ・・・・・・9/18(土)～9/19(日)滋賀県立琵琶湖漕艇場 

◆ 京都レガッタ(一般の部)・・・・・・10/10(日)滋賀県立琵琶湖漕艇場 

◆ 第 48回全日本大学選手権・第 99回全日本選手権・・・・・・10/28(木)～10/31(日)埼玉県戸田市戸田ボートコース 

 

※全日本新人選手権大会は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止となりました。そして、10 月 28～31 日に全日本

大学選手権・全日本選手権を合わせて行います。 

 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真は全て撮影時のみマスクを外しております。 


