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だんだんと気温も下がり、寒い⽇が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか？昨年
に続き、今年も新型コロナウイルス感染症の影響を受けるシーズンとなりましたが、
OB・OG 様や保護者様をはじめ皆様から多⼤なるご⽀援をいただき、誠にありがとうござ
いました。4 回⽣が引退され、少し寂しく感じながらも、偉⼤な先輩⽅を越える、という
気持ちで頑張っております。来シーズンもチーム⼀丸となり、勝ちにこだわって練習して
参ります。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 釜坂晴樹 

[シーズン活動] 

<2021 年度関西選手権競漕大会>  
7 ⽉ 3 ⽇(⽇)〜5 ⽇(⽉) ⼤阪府⽴漕艇センター 

⼥⼦舵⼿付きフォア・・・・・・優勝！！ 
S:志賀早耶⾹(2) 3:松⽥京⼦(2) 2:鈴⽊伶奈(3) B:池⽥有⾥(3) C:越智楽々渚(1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ストロークで出場しました志
賀(2回⽣)です。今シーズン
初の2000mのレースでもあ
り、緊張感のある中でレース
に挑みました。予選レースで
は、ラフコンディションでの
対応⼒が⾜りず、課題を感じ
たレースでした。決勝レース
では、⾃分達の強みであるコ
ンスタントの粘りを⽣かし、
良い艇速につなげることがで
きました。今回のレースを通
じて、⾃分達の強みと弱みを
再確認できたと同時に、チー
ム⽴命として良いスタートが
切れたと思います。どんな状
況でも⾃分達の漕ぎをする対
応⼒を⾝につけ、艇を進める
楽しさを忘れず、⾼みを⽬指
して取り組んでいきたいと思
います。今後とも温かいご⽀
援ご声援のほどよろしくお願
いいたします。 
 



男⼦舵⼿なしクオドルプル・・・・・・優勝！！ 
S:深⽥健太(1) 3:古江資輝(4) 2:鈴⽊基也(2) B:神前明秀(4) 
 

 
 
 

 

 

 

 

⼥⼦ダブルスカル・・・・・・優勝！！ 
S:久保那⽉(2) B:⻄彩⾥佐(3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男⼦ダブルスカル・・・・・・準優勝 
S:⽵花友樹(4) B:梶原秀宇(1) 
男⼦舵⼿なしフォア・・・・・・3位 
S:村上⼤将(3) 3:釜坂晴樹(3) 2:岩切俊佑(3) B:切⽥⼤晴(2) 
男⼦舵⼿なしペア 3位 
S:服部悠真(4) B:近藤拓真(4) 
男⼦シングルスカル・・・・・・6位 
S:⽜⼭啓(4) 
⼥⼦シングルスカル・・・・・・準決勝 5位 
S:⽩⽯奈緒⼦(1) 
 

バウで出場しました神前（４回⽣）と申し
ます。コロナウイルスの影響で多くの⼤会
がなくなる中、たくさんのサポートがあり
関⻄選⼿権⼤会が⾏われました。クルーを
組み始めて２週間という短い中で、漕ぎの
統⼀感を出すのに苦戦しました。お互いに
声を掛け合い、⿎舞し合いながら⼤会の準
備を進めていきました。その結果、スター
トからコンスタント（中盤）の粘り強さを
みせ、優勝することができました。私は引
退してしまいますが、今回ストロークをし
た深⽥（１回⽣）をはじめ、技術の⾼い後
輩がたくさんいるので来年にも期待です。
これからもご⽀援ご声援の程よろしくお
願い致します。 

バウで出場しました⻄(3回⽣)です。今⼤会
では今シーズン初の2000ｍレースということ
もあり少し緊張する場⾯のある試合でした。
レースではコース取りがあまり上⼿くいか
ず、⼤きく艇の進みを⽌めてしまうなど失敗
もありましたが焦ることなく⽴て直す事がで
きました。優勝といった結果を残すことがで
きましたが、今⼤会を通して現状の課題が明
確化したので、今後のトレーニングでよりよ
い⽅向へ成⻑できるように取り組んでいきた
いと思います。今後ともご⽀援・ご声援宜し
くお願いいたします。 
 



<第 56 回京都レガッタ> 
10 ⽉ 10 ⽇(⽇) 滋賀県⽴琵琶湖漕艇場 

⼥⼦シングルスカル・・・・・・準優勝 
S:菊地菜央(4) 
⼥⼦ダブルスカル・・・・・・3位 
S:⽩⽯奈緒⼦(1) B: 中⻄果穂(1) 
男⼦舵⼿付きフォア・・・・・・5位 
S:村上⼤将(3) 3:釜坂晴樹(3) 2:服部悠真(4)  
B:下⼊佐太⼀ (1) C:伊勢千真(1) 
 

 

<第 99 回全日本選手権大会 兼  

第 48 回全日本大学選手権> 
10 ⽉ 28 ⽇(⽊)〜31 ⽇(⽇) 埼⽟県⼾⽥市⼾⽥ボートコース 

女子舵手付きフォア・・・・・・ 
全日本選手権:優勝！！ 全日本大学選手権:優勝！！ 
S:松⽥京⼦(2) 3:鈴⽊伶奈(3) 2:阿南美咲(1) B:志賀早耶⾹(2) C:越智楽々渚(1) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2番で出場しました阿南（1回⽣）で
す。コロナウイルスの影響で⼤会が
延期されましたが、私はスウィープ
経験が少なかったので、練習期間が
増えたと前向きに捉えて練習に励み
ました。 
レースまで沢⼭悩み、不安もありま
したが、先輩達がわかりやすく教え
てくださり、いいイメージを持って
レースに挑むことが出来ました。決
勝のレースではいいスタートが切
れ、他の艇との差を引き離していき
ました。後半に⼊ると、思っていたよ
り差が伸びない時もありましたが、
焦らず⾃分の漕ぎに集中し、無事優
勝することができました。先輩達が
繋いでくださった連覇を伸ばすこと
ができ、うれしさと共に安⼼しまし
た。来年はもっと圧倒的速さで優勝
し、⽴命館の⼒を⾒せつけたいと思
います。今後ともご⽀援、ご声援をよ
ろしくお願い致します。 



女子舵手なしペア・・・・・・ 
全日本選手権:優勝！！ 全日本大学選手権:優勝！！ 
S:福原萌意(4) B:久保那⽉(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
男⼦舵⼿なしクオドルプル・・・・・・全⽇本選⼿権:8 位 全⽇本⼤学選⼿権:7位 
S:⽜⼭啓(4) 3:古江資輝(4) 2:深⽥健太(1) B:神前明秀(4) 
男⼦ダブルスカル・・・・・・全⽇本選⼿権:10位 全⽇本⼤学選⼿権:5位 
S:⽵花友樹(4) B:梶原秀宇(1) 
⼥⼦ダブルスカル・・・・・・全⽇本選⼿権:13位 全⽇本⼤学選⼿権:8 位 
S:⻄彩⾥佐(3)B:池⽥有⾥(3) 
男⼦舵⼿なしフォア・・・・・・敗者復活戦 3位 
S:切⽥⼤晴(2) 3:近藤拓真(4) 2:鈴⽊基也(2) B:岩切俊佑(3) 

  

バウで出場しました久保（２回⽣）で
す。全⽇本８連覇とインカレ２連覇がか
かっていたので不安と緊張がありました
が、無事優勝することが出来ました。私
⾃⾝、スイープでのレースが2回⽬であ
り、⼩艇でのレースは初めてなため不安
な気持ちでした。しかし、⼀緒にペアを
組んだ先輩が４年間スイープでレースを
しており⼼強く、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、⾃分達の最⼤のパフォーマンスを発
揮することが出来、今⼤会で⼀番良いレ
ースが出来たと思います。周りからのサ
ポートや⾃分達を信じて挑んだことが優
勝という結果に繋がったと思います。あ
りがとうございました。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。 
 



<新マネージャー紹介> 
今年度⼊部しました新マネージャーを紹介いたします。今年度は 9 名のマネージャーが⼊
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や両親へのメッセージを書いてもらいました。 
江崎美⾳ 

① 理⼯学部機械⼯学科 
② 福岡県春⽇⾼等学校 
③ 常に周りに気を配り、マネージャーと
して選⼿をしっかり⽀えられるよう、信頼
される存在になります。 

⼩川優姫菜 

① 理⼯学部機械⼯学科 
② ⼤分県⽴中津南⾼等学校 
③ 常に周りを⾒て⾏動し、選⼿をサポー
トできるように全⼒で頑張ります。頼られ
るマネージャーになります。 

上野萌⾐ 

① ⾷マネジメント学部⾷マネジメント学
科 
② 滋賀県⽴⽯⼭⾼等学校 
③ マネージャーとして選⼿の⽀えになれ
るよう精⼀杯頑張ります。 

佐藤佳苗 

① 経済学部経済学科 
② 福島県⽴安積黎明⾼等学校 
③ マネージャーとして選⼿をしっかりと
サポートします。 

佐藤美奈 

① ⽣命科学部⽣命情報学科 
② ⼤阪府 私⽴四天王寺⾼等学校 
③ マネージャーの仕事を早く覚えて、選
⼿の役に⽴てるように頑張ります。 

武⽥美奈⼦ 

① 国際関係学部国際関係学科 
② 埼⽟県⽴越ヶ⾕⾼等学校 
③ より円滑に部活を進めることができる
よう、精⼀杯⽀えます。 



横川天⾳ 

① 情報理⼯学部情報理⼯学科 
② 名古屋市⽴向陽⾼等学校 
③マネージャーとして選⼿の皆さんを⽀え
られるように頑張ります。 

渡辺美郁 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① ⽣命科学部応⽤化学科 
② 京都産業⼤学付属⾼等学校 
③ 選⼿のサポートをしっかりできるよう
に頑張ります。 

 
<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。初めての⽴命塾制作で未熟で不慣れなと
ころが多々ある中多くに先輩や同期に助けていただきながら作成することができました。 
インカレ・全⽇が終わりオフシーズンに⼊りますが、次の⽬標に向け部員⼀同頑張ります
ので、引き続きご⽀援・ご声援の程宜しくお願い致します。次号では初詣、引退された 4
回⽣の⽅々の最後の挨拶、新幹部の挨拶等を掲載いたします！    1 回⽣ 横川天⾳ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広瀬暖望 

 
① ⽣命科学部応⽤化学科 
② 広島県 私⽴広島なぎさ⾼等学校 
③ 選⼿をしっかりサポートし、頼られる
マネージャーになれるよう頑張ります。 
 



 
 
 

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 


