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艇跡 
新年あけましておめでとうございます。いよいよ厳しい寒さの季節となってまいりました。皆様いかがお過ご

しでしょうか。 

昨年はたくさんのご支援とご声援、誠にありがとうございました。今年は男子対校艇、女子対校艇ともにイ

ンカレでのメダル獲得という目標を達成するべくさらに練習に励んで参ります。まずは、3 月に行われる名大

戦で昨年の名大新人戦での雪辱を晴らします。今年も温かい応援のほどよろしくお願いいたします。 
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マシンローイング大会                        
寒い日が続く中、マシンローイング大会が行われました。2年の山田、そして 1年生のほとんどが自己ベス

トタイムを更新することができました。幸先の良い冬トレのスタートを切ることができ、次の試合に向けてモチ

ベーションを高められる大会となりました。 

 

日程 : 2018年 12月 23日(日)  

場所 : 愛知県愛知郡東郷町 東郷町総合体育館 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈2000m タイムトライアル〉   

学年 名前 ベストタイム 今回のタイム  

3年 梶浦拓海 7:09.1 7:13.7  

2年 会田知朗 7:14.6 7:20.9  

 美奈川拓真 6:51.9 6:53.1  

  山田俊 7:29.4 7:23.4  

1年 垣内智貴 7:06.1 7:03.8  

 鯉淵正太郎 7:28.6 7:25.6  

 式町健斗 7:32.3 7:24.9  

 篠田裕也 7:21.3 7:16.3  

 中西柾斗 7:31.9 7:34.8  

 宮脇豪記 7:07.6 6:57.9  

 山田遼騎 8:12.1 7:35.7  

 渡邉藍生 7:20.3 7:14.6  

              ※下線は今回更新された自己ベストタイムです。 

3年の梶浦です。 左から1年の渡邉、篠田、鯉淵です。 

2年の美奈川です。 奥から、1年の山田、式町です。 
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1年メガネ組です。仲いいね！ 

2 年の COX 渡辺です。声

かけファイト！ 

準備体操は入念に。 

左から、主将の梶浦、応援に駆けつけてくれた、M1 の

縣さんと山田さんです。 
こちらも応援に来てくれた、4 年

の林コーチと永島さんです。 

アップしてても楽しそう。 

大会の後はハンバーグ！！！ 

1番左は 4年の深谷さんです。

応援に来てくれました！ 
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白艇会総会のご報告                            
2018 年 12 月 29 日(忘年会同日)に、白艇会総会が 3 年ぶりに開催されました。 

以下、ご報告いたします。 

 

●役員の選任 

以下の通り、役員の選任を行いました。 

【改任】 財務  前任 石黒新治（H10 卒） 

 新任 松山由樹（H27 卒） 

【退任】 理事  古泉祐輝（H23 卒） 

 

次期役員は以下の通りとなります。 

【次期役員】 

部長 竹下隆晴 (S57 年卒) 

会長  衣斐洋一 (S48 年卒) 

副会長 川村信之 (S53 年卒) 

副会長 佐野武雄 (S53 年卒) 

財務 松山由樹 (H27 年卒) 

理事長  鈴木秀忠 (H10 年卒)  

理事 大隅 渓 (H22 年卒)  

理事 原 清高 (H23 年卒) 

理事  川本健一 (H24 年卒) 

 

●会則の改正 

 主に以下 2 点について改正がなされました。 

 ・財務の役割および管理所在 

 ・新規特別会員の認定基準 

 改正後の会則は HP に掲載しております。 

 URL：http://rowing.club.nitech.ac.jp/files/documents/hakuteikai.pdf 

  

●2016～2018 年度の活動報告 

 以下 2 点についての報告がなされました。 

 ・白艇会および現役の会計収支 

 ・試合結果 

 

ご参加いただいた皆様、誠にありがとうございました。 
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総会・忘年会                             
昨年の年末には、ご馳走屋 名古屋駅店にて総会・忘年会を同時開催いたしました。多くの OB・OG の

皆様にお越しいただき共に 1年を振り返りました。また 2019年の抱負を語り合うことができました。 

 

日程 : 2018年 12月 29日(土) 

場所 : 愛知県名古屋市中村区 ご馳走屋 名古屋駅店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総会の様子です。 

左からH17卒の羽生田さん、

竹下部長です。 

貴重なお話をしていただきました！ 

左から H22卒の森さん、H18卒の神谷さん、H27卒の早田さんです。 

みんなで乾杯します！ 



 ７  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●応援にお越し下さった方々(敬称略)●●      

卒業年 学科 御名前  卒業年 学科 御名前  卒業年 学科 御名前 

白艇会会長 衣斐洋一  部長 竹下隆晴  H10 Zk 鈴木秀忠 

H16 D 山口貴弘  H17 Zy 羽生田真英  H18 M 神谷恭平 

H19 M 石川敦正  H22 ME 大隅 渓  H22 KZ 森 昭人 

H23 ME 原 清高  H24 DW 川本健一  H25 EE 川村真矢 

H25 CM 小島直也  H26 KZ 堀田岳人  H27 DM 早田陽紀 

H27 AD 松山由樹  H27 ME 都築 亮  H28 ME 坂井翔太 

           

●●白艇会費を下さった方々(敬称略)●●      

卒業年 学科 御名前  卒業年 学科 御名前  卒業年 学科 御名前 

H17 Zy 羽生田真英  H22 KZ 森 昭人  H24 DW 川本健一 

H25 CM 小島直也  H26 KZ 堀田岳人  H27 DM 早田陽紀 

H27 AD 松山由樹  H27 ME 都築 亮     

ありがとうございます。大切に使わせていただきます。 

左から M2の近藤さん、H25卒の 

小島さん、M1の縣さんです。 1年生が 2019年の抱負を語ります。 
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初漕ぎ会                               
寒空の下、初漕ぎ会が行われました。OB の方と共に新年初めてのボートを楽しみました。また今年の抱

負を語り、今期の目標を再確認し、気を引き締めて今年のスタートを切ることができました。 

 

日程 ： 2019年 1月 6日(日) 

場所 ： 愛知県名古屋市中川区 庄内川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●●お越し下さった方々(敬称略)●●       

卒業年 学科 御名前   卒業年 学科 御名前   卒業年 学科 御名前 

白艇会会長 衣斐洋一  H23 ME 原 清高  H26  CM 出口悠人 
 

H23 年卒の原さんと H26 年卒の出口

さんと一緒にエイトを漕ぎました。 

白艇会会長の衣斐さんです。お忙しいと

ころお越しいただきありがとうございます。 

今年 1年事故がないように全員で祈願しました。 
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近況報告                                
●漕手がマラソン大会に出場！！ 

1 月 20 日（日）に長久手市のモリコロパークで開催された、長久手新春ふれあいマラソン大会に参加しま

した。クロストレーニングの一環であり、普段とは違った筋肉を刺激できる良い機会となりました。また、普段と

は違ったスポーツで切磋琢磨する機会を設けることで、リフレッシュにも繋がりました。 

雨が少し降り、雲行きが悪い中での大会となりましたが、男子も女子もみんな 12km を完走することができ

ました。当部で 1位でゴールしたのは 2年の美奈川でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●3年の足立が丹羽奨励生に認定されました！！ 

昨年のインカレで女子シングルスカル 8 位入賞を果たした

3 年の足立が丹羽奨励生に認定され、2 月 9 日（土）の中日

新聞朝刊に掲載されました。（右写真） 

丹羽奨励生とは、愛知県内の大学生・大学院生、及び高

等学校の生徒を対象に、地域における学芸文化の向上のた

め、芸術・文化・体育・運動競技等において優れた成果をあ

げた者を奨励するものです。 

 

●大学指定の課外活動強化団体に選ばれました！！ 

 大学指定の課外活動強化団体に選ばれました。3 年の足

立のインカレ入賞を評価していただけたものであると考えられ

ます。劣化・不足している艇備品が多いので、物品援助申請

をする予定です。 
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今後の予定                                 
試合、行事の予定をお知らせいたします。 

 

 

 

●●名古屋大学・名古屋工業大学対校競漕大会●● 

日程 ： 2019 年 3 月 17 日(日) 

場所 ： 愛知県名古屋市中川区 庄内川 

出漕クルー ： OBエイト、男子エイト、男子ダブルスカル、男子シングルスカル、女子ダブルスカル 

冬トレの集大成として試合に臨みます。名大新人戦での雪辱を果たせるよう努力いたします。ぜひ応援

にお越しください。 

     

●●送別会●● 

日程 ： 2019 年 3 月 23 日(土) 18 時～ 

場所 ： 愛知県名古屋市中区 アパホテル<名古屋錦> EXCELLENT 

会費 ： 10,000 円 

OB・OGの皆様とともにボート部に最後まで尽力した卒業生たちの門出を盛大に祝いたいと考えており

ます。ぜひお越しください。 

 

お手数ですが、同封したハガキに送別会の出欠をご記入の上、2月 23 日(土)までに投函していただき

ますよう、お願いいたします。 
     

●●中日本レガッタ●● 

日程 ： 2019 年 4 月 19 日(金)～21 日(日) 

場所 ： 愛知県愛知郡東郷町 愛知池漕艇場 1000m 

出漕クルー(仮) ： 男子エイト、男子ダブルスカル、男子シングルスカル、女子ダブルスカル 

企業のクルーとともに漕ぐことができるこの大会で結果を残せるよう全力で臨みます。ご声援よろしくお

願いいたします。 
 

変更・詳細はメーリングリスト・HPにてお知らせいたします。 


