
主な活動歴 主な競技成績（特に記述のないものは優勝）

1977 S52 （3月）会員15名で瀬田漕艇クラブ創立 全日本女子選手権シングルスカル
（5月）会報「漕艇通信」第一号発刊 全日本選手権クオドルプル
（11月）会規約制定

1978 S53 艇庫（第一次）建設 全日本女子選手権シングルスカル
全日本女子選手権ダブルスカル

1979 S54 世界選手権に日本初の女子代表を派遣 全日本女子選手権シングルスカル
全日本女子選手権ダブルスカル

1980 S55 全国社会人漕艇クラブ連盟設立を主導 全日本選手権クオドルプル
全日本選手権シングルスカル
全日本実業団5種目
国体男子舵手付フォア

1981 S56 艇庫（第二次）建設 国体男子シングルスカル
1982 S57 第一回水上運動会開催 全日本女子選手権シングルスカル

全日本女子選手権ダブルスカル
全日本女子選手権クオドルプル
全日本女子選手権シェルフォア
国体男子ナックルフォア
国体女子ナックルフォア

1983 S58 滋賀県スポーツ賞受賞 全日本女子選手権ダブルスカル
水上運動会がカヌーと共催になる
京都新聞社賞受賞

1984 S59 滋賀県社会体育優良団体として表彰される 全日本選手権
世界選手権日本代表派遣

1985 S60 かいつぶりスポーツクラブに指導者として参加 全日本社会人選手権60歳以上シングルスカル
世界マスターズ選手権参加 全日本社会人選手権40歳以上シングルスカル
「漕艇通信」１００号記念号発刊
社会体育優良団体文部大臣賞受賞

1986 S61 桟橋改修 全日本社会人選手権60歳以上シングルスカル
全日本社会人選手権40歳以上シングルスカル

1987 S62 国際長距離レガッタ最高齢部門参加 朝日レガッタ男子ナックルフォア
繁緑文化振興財団助成 全日本社会人選手権60歳以上シングルスカル

1988 S63 艇庫増築案立案 朝日レガッタ男子ナックルフォア
上海コーチセミナー参加 全日本社会人選手権30歳以上シングルスカル

1989 H1 滋賀県スポーツ顕彰受賞 朝日レガッタ男子ナックルフォア
世界マスターズ選手権参加 朝日レガッタ男子ダブルスカル

1990 H2
1991 H3 全日本選手権男子舵手なしフォア
1992 H4 艇庫（第三次)完成 全日本選手権男子クオドルプル

Head Of The Seta開催、以降毎年主催
1993 H5 ボート教室開催 朝日レガッタ女子ダブルスカル
1994 H6 「漕艇通信」２００号記念号発刊 朝日レガッタ女子ダブルスカル

世界選手権日本代表派遣
1995 H7 アジア選手権日本代表派遣 アジア選手権女子軽量ダブルスカル3位

アジア選手権女子軽量舵手なしフォア2位
ねんりんピック60歳以上シングルスカル

1996 H8 世界選手権日本代表派遣 朝日レガッタ女子シングルスカル
クラブ旗製作 全日本軽量級選手権男子ダブルスカル3位
オリンピックソリダリティコーチセミナー開催 世界選手権女子舵手なしフォア4位

国体女子シングルスカル
国体女子舵手付フォア2位

1997 H9 創立20周年 朝日レガッタ女子シングルスカル
コーチカンファレンス開催、以降毎年主催 全日本選手権女子ダブルスカル3位

全日本社会人選手権女子シングルスカル
国体女子シングルスカル
国体女子舵手付フォア3位

1998 H10 笹川スポーツ財団の視察を受ける 朝日レガッタ女子シングルスカル
クラブ内スカル教室開催 全日本選手権女子舵手なしペア3位
世界選手権、アジア選手権日本代表派遣 軽量級選手権女子シングルスカル3位
ホームページ開設 全日本社会人選手権女子シングルスカル

国体女子シングルスカル
1999 H11 NPO化チーム発足 全国高校選抜大会男子シングルスカル3位

メーリングリスト開設 朝日レガッタ女子シングルスカル
アジア選手権日本代表派遣 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル

全日本軽量級選手権男子ダブルスカル3位
全日本軽量級選手権男子舵手なしペア3位
全日本軽量級選手権男子ダブルスカル3位
全日本社会人選手権男子ナックルフォア
全日本社会人選手権男子ダブルスカル2位
国体女子シングルスカル
国体女子舵手付フォア2位
アジア選手権舵手なしクオドルプル

2000 H12 ローイングキャンプ実施 全日本選手権女子シングルスカル3位
NPO法人瀬田漕艇倶楽部設立総会 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル
中学生対象のボート教室を実施 全日本社会人選手権30歳以上女子シングルスカル

2001 H13 NPO法人瀬田漕艇倶楽部設立 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル2位・3位
Head Of The Seta　第10回を開催 全日本軽量級選手権女子シングルスカル3位
全国マシンローイング近畿大会担当、以降2003年まで担当 国体女子舵手付クオドルプル2位

年

瀬田漕艇倶楽部の沿革

1/2



主な活動歴 主な競技成績（特に記述のないものは優勝）年

市民ボート教室開催
世界ジュニア選手権日本代表派遣

2002 H14 「漕艇通信」３００号記念号発刊 全日本選手権女子ダブルスカル
国体女子シングルスカル

2003 H15 駐車場用地購入 朝日レガッタ成年女子シングルスカル
世界ジュニア選手権日本代表派遣 朝日レガッタ少年女子シングルスカル
アジアジュニア選手権日本代表派遣 全日本選手権女子ダブルスカル2位

全日本ジュニア選手権女子シングルスカル4位
アジアジュニア選手権女子シングルスカル4位
アジアジュニア選手権女子クオドルプル4位

2004 H16 旧NTT関西ボート部艇庫(アネックス)購入 全国選抜高校大会男子ダブルスカル2位
世界ジュニア選手権日本代表派遣 朝日レガッタ少年女子シングルスカル
アジアジュニア選手権日本代表派遣 朝日レガッタ成年女子シングルスカル
ボート体験教室を毎週末実施 全日本選手権男子ダブルスカル2位
カヌー部設置 全日本ジュニア選手権女子シングルスカル

全日本社会人選手権男子舵手付フォア3位
国体少年女子シングルスカル

2005 H17 世界選手権で来日したデンマークチームを受け入れ 全日本選手権男子ダブルスカル3位
ドラゴンボート部設置
琵琶湖スプリントレガッタ開催

2006 H18 総合型地域スポーツクラブへ移行 朝日レガッタ女子ダブルスカル
びわこ市民レガッタ開催、以降毎年主催 全日本軽量級選手権男子ダブルスカル2位
アジアマシンローイング大会日本代表派遣 国体成年女子舵手付クオドルプル

国体成年男子ダブルスカル4位
全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル

2007 H19 創立30周年、記念カンファレンス開催 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル3位
全国豊かな海づくり大会　～びわ湖大会～　で 全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル
　「湖（うみ）づくりボートフェスタ」を主管
豪ノースショアローイングクラブと姉妹提携

2008 H20 全国マシンローイング近畿大会を主管として開催(企画・運営) 全日本軽量級選手権男子ダブルスカル3位
　以降毎年開催 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル3位
イオンモール草津　丘ボート大会開催、 全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル
　以降2011年まで毎年主催

2009 H21 U23世界選手権日本代表派遣 国体成年女子ダブルスカル
豪ノースショアローイングクラブ来日 国体成年男子ダブルスカル2位
World Masters Games(Rowing)参加 全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル

2010 H22 「漕艇通信」４００号記念号発刊 全日本中学選手競漕大会男子シングルスカル2位
FISA World RowingMasters Regatta参加 国体成年女子ダブルスカル
FISA World Rowing Tourのリハーサルを兼ねてライナーツアー 全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル
　(琵琶湖周航)を開催 FISA World RowingMasters Regatta　男子カテゴリG 2-

2011 H23 FISA World Rowing Tourをホストクラブとして琵琶湖にて開催 全日本軽量級選手権女子ダブルスカル
Head Of The Seta　第20回を開催 全日本軽量級選手権男子ダブルスカル5位

国体成年女子ダブルスカル３位
国体成年男子ダブルスカル4位
全日本選手権男子シングルスカル4位
全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル

2012 H24 朝日レガッタ成年男子ダブルスカル
朝日レガッタ成年女子ダブルスカル
全日本軽量級選手権男子ダブルスカル2位
全日本軽量級選手権女子ダブルスカル5位
全日本選手権男子ダブルスカル4位
全日本中学競漕選手権男子シングルスカル5位
全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル

2013 H25 倶楽部創設者の古川宗寿永眠 朝日レガッタ中学男子ダブルスカル
艇庫本館2階リフォーム 全日本選手権男子ダブルスカル3位

全日本選手権女子シングルスカル3位

2014 H26 マシンローイング大会に海外トップ選手を招待 朝日レガッタ成年女子シングルスカル
　以降、毎年招待 朝日レガッタ少年男子シングルスカル

全日本軽量級選手権女子シングルスカル5位
国体成年女子ダブルスカル2位
全日本社会人選手権50歳以上男子シングルスカル
全日本社会人選手権60歳以上男子シングルスカル

2015 H27 クラブハウス(Furukawa House)完成 全日本軽量級選手権男子ダブルスカル4位
駐車場舗装、船台全面改修 オックスフォード盾レガッタエイト5位
びわこ市民レガッタ第10回開催を記念してクラブ交流会を併催 全日本新人選手権男子シングルスカル5位
大津市国体・オリンピックチャレンジ事業として小学生ボート ワールドローイングマスターズ男子シングルスカル
　教室を開催

2016 H28 滋賀県が設置した「しがスポーツ大使」に就任 朝日レガッタ一般男子舵手付フォア
小学生向けのジュニアボート教室開校 全日本選手権男子ダブルスカル6位
Head Of The Seta に海外トップ選手を招待 全日本新人選手権男子シングルスカル2位
「しがスポーツ大使」として冬期ジュニアマシンローイング教室の ワールドローイングマスターズ男子シングルスカル
　指導を担当

2017 H29 認定NPO法人の認定を取得 全日本軽量級選手権一般男子シングルスカル6位
ワールドローイングマスターズ男子シングルスカル

2018 H30 朝日レガッタ一般女子ダブルスカル
全日本軽量級選手権男子シングルスカル4位
全日本軽量級選手権男子舵手なしペア4位
関西選手権男子シングルスカル
関西選手権男子舵手なしペア
国体成年女子シングルスカル3位
ワールドローイングマスターズ男子シングルスカル
ワールドローイングマスターズ混成ダブルスカル
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