岡山大学漕艇部
～加古川レガッタでの勝利に向けて～
2013.11.1～11.3

1 はじめに

目次
1

はじめに

2

クルー紹介

3

今後の予定

主将

杉山俊行（経済学部 3 回生）

晩秋の候、皆様にはお変わりなくご健勝のこととお喜び申し上げます。日頃は
岡山大学漕艇部をご支援いただき厚くお礼申し上げます。
本日は試合に足をお運びいただき誠にありがとうございます。今年最後のレー
スとなります。皆様に熱いレースをお見せできるよう選手一丸となり全力で
2,000m に挑みますので、どうか温かいご声援の程よろしくお願い致します。
本紙では今大会に出漕するクルーをご紹介致します。応援にお役立ていただけ
れば幸いです。

2 出漕クルー紹介
男子対校

M4+「桃太郎’02」

目標：優勝

意気込み 今シーズン最後となる試合。これまでの集大成を
お見せできるよう頑張ります。
選手紹介
S

岡崎友亮(工 2)

寡黙に一筋。超絶ストイック。隠れ松岡修造との異名をもつ。

3

仲井智紀(経 2)

エルゴメーター 鶏肉 レンジ 徳島笑い方 下剋上 チーフ やばい で 検索。

2

井村忠誠(工 2)

大きな背中に優しさと包容力。女子力の高さはボート部随一。

B

尾上稜馬(工 2)

どんな逆境にあっても、器用にこなす努力家。尊敬しちゃうほどの愛妻家。

C

出石宗大(薬 2)

1.8m 級岡大名物 COX。試合期は大荒れが予想されますので食べ物の話厳禁。

クルーマネ：中元晴香(教 2)

男子 2nd M4+「鷲羽」

目標：A-Final

意気込み 故障等で編成が当初から頻繁に変わってしまったこともあり、今のクルーでの練習は
あまり出来ていませんが、1motion ごとに確実に漕ぎが良くなってきたので、1 レースごとに全
力で漕ぎ切りたいと思います。応援よろしくお願いします。
選手紹介
S

杉原栄一(法 2)

切り替え上手な副将です

3

馬場康平(工 2)

実はまだ 19 歳、まだまだ若いです

2

村永拓哉(工 2)

独特で面白い思想家です

B

平野真太郎(法 2)

笑顔が素敵な心優しい少年です

C

中原直太(法 2)

ノリがよく楽しい鼻声 cox です

クルーマネ：濱本千尋(法 2)
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男子 3rd

M2×「晴波」

目標：優勝

意気込み
昨年は同じクルーで 3 位だったので、
今年は優勝しリベンジを果たします！
選手紹介

S

高田駿(法 3)

B

杉山俊行(経 3)

普段はおちゃらけてますがもちろん練習は真面目です。心が広いです。誰
とでも仲良くなります。晴波ではお母さん…?いや、長男的な存在です。
人に厳しく、自分にも厳しい、ボート部の大黒柱。気合いと意思の強さは
誰にも負けません。晴波ではお父さん的存在です。

クルーマネ：野上萌絵(教 2)

男子 4th M4+「清麻呂」
命名理由：岡山の偉人、和気清麻呂に因んで。

目標：最終日まで残り順位をつける
意気込み 新人艇ですが他の上級生艇に
引けを取らない漕ぎをします。
選手紹介
S

江原健人(法 4)

3

中山友博(環理 1)

2

芳田侃大(農 1)

いつもにこにこエルゴ大好き

B

惠本圭太(文 4)

あなたは花が咲くように笑う

C

長谷川李恵(文 1)

くろぶち眼鏡の紅一点 cox！

負けやんよぉ
おい俺の筋肉！勝つのか負けるのか？勝つ～。

クルーマネ：池尻七望(薬 4)、吉山なつ紀(工 4)

男子

M1×「Procyon」

目標：優勝

意気込み
全力を尽くします。
選手紹介
S

伏見省吾 (理 3)

勝つことを常に念頭において自分
に厳しくなれる艇庫族の長

クルーマネ：大川畑萌佳(教 2)
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男子新人対校

fM8+「Kaiser」

目標：優勝

意気込み これまで沢山の距離を漕いできました。練習の
成果を信じ、優勝を勝ち取ります。レースでは、スタート
で出て優位な状況での試合運びを目指します。
選手紹介
身体を大きく使った力強い漕ぎは圧巻でダイナミック。普段は寡黙ですが、まさに
「背中で語る男」です。
練習やレース中、ここぞという時に誰よりも大きな声でクルーメンを鼓舞し、新人
選手たちを引っ張る頼るべき存在です。
『カイリキー』の愛称で親しまれ、その名の通りパワフルな漕ぎを見せてくれる頼
もしい選手。
下宿ではなく、新幹線通学という恵まれない状況の中、夏休みでも艇庫に通い続け
た努力家。
1 回生で唯一 OX 盾に出場し、夏休みを返上してボートを漕いだ。練習後の体のケ
アにもちゃんと気を使うスポーツマン。
ボートや練習に対して自分が気付いたこと(長所・短所)をどうすれば改善できる
か、また、さらによくするにはどうするべきかをよく考えている。常に練習に前向
きに取り組んでいる選手。

S

吉川真矢(薬 4)

7

小森佳祐(経 4)

6

元吉達也(工 1)

5

井口泰成(工 1)

4

三渡寛士(文 1)

3

中井耕太郎(教 1)

2

春木駿(工 1)

B

本田勇介(経 1)

授業なんかよりボートが好き。やる時はやる男。

C

掛橋孝洋(農 4)

最上級生らしい気迫のこもったコールと、豊富な経験、知識に基づいた的確な指示
でクルーを勝利に導きます。

小さなことにもよく気付いて声をかけることができる、鋭い観察力の持ち主。

クルーマネ：北川未久(法 1)

男子新人 2nd

fM4+「秋桜」

命名理由：艇庫から見えるコスモスが綺麗だったから。

目標：準決勝で勝ち順位をつける
意気込み
予選で良い漕ぎをし、結果を残していきます。
応援よろしくお願いします。
選手紹介
S

佐々木伸(工 3)

3

神澤宏貴(工 1)

2

川口大(法 1)

B

冨田悟司(農 1)

C

福田拓(法 1)

今年度学レガ委員長です。突拍子もないこと言い出したり、人使い荒かったりし
ますが、その発想力は部内 No.1 です。
可愛い方のミキティではありません。こんな可愛らしいあだ名でも、パワーはピ
カイチなんですミキティ。
じゃがいも T シャツがトレードマーク。どこか本人と似てる気がする。社長と言
うだけあって、貫禄が半端ないです。
まろやかな方の冨田です。その笑顔でマネ達を癒すさわやかボーイです。天然ち
ゃんかと思いきや、実はそれも計算のうち？
熱い想いを持った、THE 元気少年。笑顔が素敵ですが、愛想笑いのときは本気で
目が笑っていません。

クルーマネ：新宅彩(教 3)
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W4×＋「桜」

女子対校

目標：メダル獲得

意気込み 私たちは艇の故障やその他様々な危機を乗り越え
練習してきました。二週連続の大会出場にはなりますが、今
までの練習の成果を出しきって満足のいく最高の漕ぎをした
いと思います。応援よろしくお願いします。
選手紹介
S

大井優美加(工 2)

このクルーの向上を真剣に考え、的確な指示を与えてくれる、工学系女子。

3

入澤美菜子(農 1)

人の意見を素直に取り入れ、前向きに考えていく、頑張り屋さん。

2

村上菜邦(文 1)

言動をちゃんと行動に移せる、誰に対しても優しい、お笑い担当。

B

梶河千紘(農 2)

結果を振り返り、次の漕ぎへと活かせる、えくぼのキュートガール。

C

中村奈津希(文 1)

自分がどうすべきか、ちゃんと考え信念を持っている、ボート部の絵描きさん。

クルーマネ：北村愛(工 1)

女子 2nd W2×「覇月」
意気込み

目標：順位をつける

自分たちのもてる力を発揮し、コンスタントで粘る漕ぎをして、勝ちます。

選手紹介
エルゴにもボートにもいつもひたむき
S 木全由佳(理 1) で、自分の限界まで頑張る彼女。そんな
彼女の活躍にこれからも乞うご期待！
しっかり者の頼れる姉さん。強くなるた
B 吉村佳恵(法 2) めに今何をすべきかきちんと考えられて
いる彼女を尊敬します。
クルーマネ：森瑛里子(法 2)

女子 3rd

W1×「ヤヌセック」

意気込み

目標：ベスト更新

最初から最後まで大きく強く、とにかく全力で漕ぐ。

選手紹介
艇を早く進めること、自分の実力を
高めることにいつも真剣で、自分の
S 阿武美佳(環理 1) 決めたことは最後までやり通す、少
し頑固な一面を覗かせるほど一生懸
命です。
クルーマネ：宮本歩実(教 1)、野田涼平(法 2)
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写真

岡山大学漕艇部
女子 W1×「Betelgeuse」
目標：決勝進出
意気込み ケガ復帰後初のレースです。久しぶりの試
合、しかも、1×で初の試合で不安が大きく、緊張して
います。実はまだ本調子ではありませんが、2000 メー
トルを全力で漕ぎきり、高い順位をつけたいと思って
います。応援よろしくお願いします。
選手紹介
S

安藤靖乃(文 2)

やると決めたらやり通すことができるおっとり優しい地元推しガール

クルーマネ：大川畑萌佳(教 2)

※クルーマネ：マネージャーが一つのクルーを担当して、選手をサポートしています。

3 今後の予定とご寄付のお願い
この大会が終わりますと、岡山大学漕艇部はオフシーズンに入ります。冬季練習では、試合の
反省を踏まえ、基礎体力・漕艇技術の向上を目指します。
・11 月 17 日（日）
HEAD OF HYAKKEN

於：百間川ボートコース

・11 月 30 日（土）～12 月 1 日（日）
RANK UP ウエイトトレーニング合宿

於：愛媛県松山市

・2014 年 1 月 12 日（日）
初漕ぎ

於：百間川ボートコース

岡山大学漕艇部は今年度も旭水艇友会の皆様からのご寄付をお願いしております。
「岡山大学漕艇部」の振替口座番号は次の通りです。
01230－1－6091

口座番号

ご依頼人住所氏名欄に各位の卒業年を昭和または平成の暦年でご記入ください。
漕艇部の活動は皆様からのご寄付によって支えられています。私たちが恵まれた環境で練習に
打ち込めるのも皆様のお力添えによるものであり、この場をお借りして深くお礼申し上げます。
今後とも、漕艇部の活動にご理解とご協力をいただけますようお願い申し上げます。
岡山大学漕艇部
〒702-8001
岡山市中区沖元 242-8

本家サイト
URL:http://www.okadairowing.org/
学生管理サイト
URL：http://rowingokym.web.fc2.com/

電話・FAX 番号:086-276-2080
電子メール: rowing-okym@mx3.tiki.ne.jp

編集委員
藤坂悠(工 4)、頼香織(経 4)、新井晃平(工 3)
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