
               2019 年 5 月吉日 
紅橈会会員 各位            大阪市立大学漕艇部 
            主務   永井明日香 
 

第 67 回神戸大学・大阪市立大学定期戦 及び 第 35 回旧三商科大学定期戦 
ご  案  内 

謹啓  
 薫風の候、紅橈会会員の皆様には益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より私ども現役に対す

るご支援に対して、心より御礼申し上げます。 
 さてこの度、標記の試合を下記の要領で浜寺漕艇場にて開催する運びとなりました。現役、OB･OG が

一丸となって市大の勝利を目指したいと考えております。さらに試合後には、三大学の現役と OB･OG が

一堂に会して懇親を深める機会を設けておりますので、万障お繰り合わせのうえご参加頂きますよう宜しく

お願い申し上げます。 
謹白 

記 
１．日時： 2019 年 6 月 23 日（日）開会式 10:20～、閉会式 13:50～、閉会式終了後懇親会 
２．場所： 浜寺漕艇場 
３．主な試合のスケジュール 

 蹴りだし 発艇  蹴りだし 発艇 
OB(U-30) 8＋ 10：20 10：40 女子対校 4×+ 11:50 12:50 
OB(O-30) 8＋ 10：50 11:10 三商 8+ 12:10 13:10 
OB(O-50) 8＋ 11：20 11：40 対校 8＋ 12:30 13：30 
４．OB 戦レース：500ｍ 
５．ユニフォーム：一昨年、昨年の特製ポロシャツをご着用ください。 
          当日、受付においても販売しております(\2,500/1 着)。 

パンツについては特に取り決めていませんので、各クルーでご自由に決めていただいて結構です。 
６．試合参加費： 1,000 円 
７．今年は男子漕手 16 名、女子漕手 2 名が入部しました。開会式前に新人レースが行われ男子４クル

ー、女子１クルーが出漕します。こちらの応援もぜひお願いいたします。 
８．懇親会： 三大学の現役と OB・OG 一同に集まって、漕艇場前広場（雨天時：漕艇センター内）にて行

います。我々現役としても OB・OG の皆様とお話ししたいので、是非ご参加ください（懇親会費：3,000
円）。 
９．電車でお越しになる方のために南海羽衣駅から漕艇場への送迎用のバスをご用意しております。バス

発車時刻は、4 ページ目をご覧ください。 
１０．お車で来場される場合は、必ず有料駐車場に駐車してください。試合運営の妨げになりますので、漕

艇場敷地内には一切駐車できません。 
 
１１. 伴走は禁止となっております。安全な運営のため、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

以上 
【参加申込み先・問合せ先】  

大阪市立大学 漕艇部  担当：永井明日香 （主務） 携帯 090-1906-7024 
〒534-0027 大阪市都島区中野町 1-10-6 桜ノ宮公園内 

  TEL/FAX 06-6353-5073  E-mail ocurc112@yahoo.co.jp 
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＊前⽇までに必ずお読みください！！ 
レース観戦・出漕する OBOG の皆様への諸注意 

定期戦 OBOG レースにご参加いただき、ありがとうございます。 

円滑な試合進⾏のため、以下のものをお忘れなきようお願いします。 

                             幹事校  神⼾⼤学   主務 櫻井 敬⼰   

   副幹事校 ⼤阪市⽴⼤学 主務 永井 明⽇⾹  

  ・ユニフォーム(各校のポロシャツ) 

    ：今年も、2012 年度に発売したものと同じユニフォームを着⽤していただきます．2012 年

度以降にユニフォームをご購⼊された⽅は、ご持参下さい．2011 年度以前のものはご利⽤

いただけません．（お持ちでない⽅の不⾜分は当⽇、受付にて販売(\2,500/1 着)しま

す。）  

  ・昼⾷，飲み物について 

    ：漕艇場から最短のコンビニまで往復で徒歩 40 分ほどかかります．JR 東⽻⾐駅・南海⽻⾐

駅付近のコンビニをご利⽤ください．（今年から浜寺でカップ麺等の販売が無くなりまし

た。） 

  ・熱中症対策について 

    ：今年度も猛暑の中でのレースが予想されます。会場へは、⽔分を多めにご持参頂く等の熱

中症対策を講じて頂きますようよろしくお願い致します。 

  ・駐⾞場について 

：漕艇センター横(1700m 付近)の駐⾞場は，漕艇センター管轄のため利⽤者は終⽇ 1,000 円

のところを 630 円で利⽤できます．ご利⽤の⽅は，駐⾞券を各校受付にお持ちください．

なお，駐⾞場⼊⼝付近は送迎バス駐⾞のため奥から詰めて駐⾞ください．(1,000m 付近の

駐⾞場は漕艇センター管轄外なので終⽇ 1,000 円になります．)    

 

            



・応援団について 

   ：⼤会を⼤いに盛り上げるために神⼾⼤学・⼤阪市⽴⼤学両校の応援団に来ていただきま

す、会場⼀丸となって選⼿へのエールを送りましょう。 

    応援団の皆様は開会式以降参加予定です。 

・最寄駅からの送迎バスについて 

「南海電鉄⽻⾐駅」〜「浜寺漕艇場」の間でバスを運⾏いたします。 

バスの所要時間は 10 分程度となっております。 

「南海電鉄⽻⾐駅」発⾞時刻は以下の通りです。 

 

   8:30 

   8:50 

   9:10 

  9:30 

10:00 

10:40 

11:00 

11:40 

12:00 

12:40 

 

 
※ご注意 

・上記時刻は“発⾞“時刻となります。 

・改札前に神⼤・市⼤の部員が⽴っておりますので、”発⾞時刻の 5 分前まで“にお集まりください。 

・バスの⼤きさの都合上、バス乗り場は南海電鉄⽻⾐駅から約 150m の⼤通りにありますので、 

⼤変恐縮ですが、駅からバス乗り場まで歩いていただく必要があります。 

 駅から乗り場までは部員が案内させていただきます。 

・「浜寺漕艇場」→「南海電鉄⽻⾐駅」の便 

14:00〜15:50 の時間帯に⼤型バス 1 台でピストン運送いたします。 

最終バスの発⾞時刻は早まる可能性があります。 

 

 


