
H30 年度 朝日レガッタ

 
▲男子フォア「芝蘭」全日本大学選手権 

日程 

5 月 3 日(木)～5 月 6 日(日)
     

男子 

対校 8+「京」8+「勢多」 
4+「慈照」 2x「比叡」 
2x「伊吹」 2x「聚楽」 
１x 鈴木    1x 浅井  

女子 

1x 二宮 
 



対校８＋「京」 

 
 
クルーから一言(福森) 
 今年の対校エイトは飛ぶように進みます。ぜひご覧ください。 
 

 名前 回

生 
出身校 エルゴベスト 

C 近藤 啓太 2 東筑 - 
S 福森 一真 4 甲陽 06:19.4 
7 向井 雅貴 4 津 06:46.1 
6 牧 鮮大 4 堀川 06:37.5 
5 中村 総太 3 洛南 06:44.5 
4 田村 隆大郎 3 大教大池田 06:41.6 
3 福岡 知弥 2 膳所 06:39.8 
2 水野 光 4 東葛飾 06:39.6 
B 中山 瑛葵 3 北野 06:33.7 

平均 06:37.8 
 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
稲賀 鴻（H29 卒） 



男子８＋「勢多」 

 
 

クルーから一言(阿蘇品) 
対抗の座を頂きます。 

  
 名前 回生 出身校 エルゴベスト 

C 菅井 渉太 2 大宮 - 
S 西村 昂輝 2 筑波大附属 06:51.1 
7 鈴木 康太 4 浜松北 06:38.9 
6 阿蘇品 侑雅 2 浅野 06:59.6 
5 生駒 諒 2 天王寺 06:57.1 
4 多田 良輔 4 桑名 06:57.1 
3 山口 慶太朗 2 天王寺 06:59.1 
2 岡崎 康平 2 市川 06:58.3 
B 池田 雄一 3 高崎 07:11.7 

平均 06:56.6 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
村上 誉紀（H30 卒） 



男子 4+「慈照」 

 
 

クルーから一言（森） 
 このクルーは僕と COX 以外は 2 回生と例年になくフレッシュなメンバーが集

まっています。まだまだ粗削りなところはあるものの、その分元気と伸びしろ

は他のどのクルーにも負けません。レースを通してさらに成長していって、決

勝に進みたいと思います。応援よろしくお願いします。 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
C 岩田 健吾 3 巣鴨 - 
S 山田 紘暉 2 浜松北 06:48.8 
3 岩田 光流 2 守山 06:50.7 
2 森下 凌太 2 時習館 06:57.1 
B 森 勇輝 3 静岡 06:47.5 

平均 06:51.0 
 

コーチ 
夜久 智広（H19 卒） 
濱口 高征（H29 卒） 



男子 2×「比叡」 

 
クルーから一言(森島) 
 「スタートで出て、コンスタントで落ち着いていきます！」by 市野 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
S 市野 達也 2 浅野 07:05.5 
B 森島 聡 3 海城 07:33.8 

平均 07:19.7 
 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
森川 将光（H30 卒） 

 
 
 
 
 
 



男子 2×「伊吹」 

 
 

クルーから一言(安間) 
 スパート決めます！ 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
S 吉田 晶 2 関西大倉 07:16.3 
B 安間 洋太 4 浜松北 06:58.9 

平均 07:07.6 
 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
 森川 将光（H30 卒） 
 
 
 
 
 



男子 2×「壬生」 

 
 

クルーから一言(廣瀬) 
 上回生クルーぶったおします。 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
S 平野 城治 2 西京 07:20.2 
B 廣瀬 駿 2 洛南 07:01.1 

平均 07:10.7 
 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
 森川 将光（H30 卒） 
 
 
 
 
 



男子 2×「聚楽」 

 
 

クルーから一言(上田) 
 部内一のブレイクスルーを見せます。 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
S 上田 好機 3 堀川 06:47.5 
B 山田 龍 3 東海 07:06.0 

平均 06:55.5 
 
コーチ 

夜久 智広（H19 卒） 
森川 将光（H30 卒） 
 
 
 
 

 



男子 1x 鈴木順也 

 
 

クルーから一言(鈴木) 
 浅井は倒す。 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
 鈴木 順也 4 成章 06:43.5 

コーチ 
  夜久 智広（H19 卒） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



男子 1x 浅井泰一郎 

 
 

クルーから一言(浅井) 
 ヘルニアン浅井の漕ぎを見たボート部員「ええええーっ マジか」っていう感

じで漕ぎます。よろしくお願いします。 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
 浅井 泰一郎 2 清風 06:39.8 

コーチ 
  夜久 智広（H19 卒） 
 
 
 
 
 
 
 

 



女子 1x 二宮由紀子 

 
 

クルーから一言(二宮) 
 メダル持って帰ります。女子クォドの分まで健闘し、京大女子の強さを見せ

ます。一冬で成長した姿を見てください！ 
 

 名前 回生 出身校 エルゴベスト 
 二宮 由紀子 3 西京 07:32.1 

コーチ 
  香川 友歩  （北大 H7 卒） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Back Up Staff 

監督 木下  巌  H7 卒 

ヘッドコーチ 夜久 智広      H19 卒 

主務  青山 恵太  工・4 
副務  浜口 一夏  同志社・4 
 
会計  浜口 一夏  同志社・4 
会計  松本 理玖  工・2 
 
OBOG 担当  蒲原 実紗  京女・4 
OBOG 担当  田中 遼輔  教育・3 
OBOG 担当  今村 陽子  工・3 
 
東大戦担当  山木 恵美  教・4 
東大戦担当  石河 美桜子  経・2 

 

広報  古澤 文子  教・3 
広報  福澤 暁人  工・3 
 
栄養管理  小湊 彩佳  同女・3 
栄養管理  岩永 友子  同女・2 
栄養管理  土手 美晴  京女・2 
 
トレーナー  青山 恵太  工・4 
トレーナー  大窪 祥代  法・3 
トレーナー  野村 一貴  工・3 
 
学連  渡邉 昂生  理・3 
 

 


