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逮捕しちゃうぞ

クルー平均身⾧ 175.6 cm

No image

可児 晴美

身⾧ 156 cm 趣味,特技等
趣味,特技等

趣味,特技等 趣味,特技等

餃子作り 野営

C 氏名( かに はるみ マネージャー 氏名(

No image

岡田 遼太

No image

椎名 孝行

身⾧ 175 cm 身⾧ 174 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

住所不定 自転車

7 氏名( おかだ りょうた S 氏名( しいな たかゆき

No image

山領 夏実

No image

南條 翔也

身⾧ 170 cm 身⾧ 180 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

印刷 転職

5 氏名( やまりょう なつみ 6 氏名( なんじょう しょうや

No image

西原 佳

No image

山口 将平

171 cm 身⾧ 191 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

子煩悩 きいちゃん

3 氏名( にしはら かな 4 氏名( やまぐち しょうへい

No image

中野 紘志

No image

井原 一篤

身⾧ 176 cm 身⾧ 168 cm

シート
B 氏名( なかの ひろし 2 氏名( いはら かずと

瀬田漕艇クラブ

カテゴリー   参加種目

男子 エイト

大会への意気込み 必死に漕ぎます。

第 7 回 西日本選手権競漕大会
クルー名

ふりがな せたそうていくらぶ
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ゲーム

クルー平均身⾧ 178.3 cm

山本 歩武 

身⾧ 163 cm 趣味,特技等
趣味,特技等

趣味,特技等 趣味,特技等

音楽,ギター 身体づくり,supremeの店員のモノマネ

C 氏名( やまもと あゆむ マネージャー 氏名(

小森 一毅 岡本 登

身⾧ 178 cm 身⾧ 174 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

バスケ バイク,大食い

7 氏名( こもり かずき S 氏名( おかもと のぼる

落合 航大 福條 武琉

身⾧ 182 cm 身⾧ 179 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

サイクリング ラップを見ること,韻を落とすこと

5 氏名( おちあい こうだい 6 氏名( ふくじょう たける

安陵 将太郎 常藤 壮人

身⾧ 180 cm 身⾧ 176 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

バイク カメラ, 縦列駐車 買い物

3 氏名( やすおか しょうたろう 4 氏名( つねふじ あきと

No image

林 颯一郎 磯本 迅汰

身⾧ 174 cm 身⾧ 183 cm

シート
B 氏名( はやし そういちろう 2 氏名( いそもと はやた

同志社大学

カテゴリー   参加種目

男子 エイト

大会への意気込み 圧倒的優勝

第 7 回 西日本選手権競漕大会
クルー名

ふりがな どうししゃだいがく
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第 7 回 西日本選手権競漕大会
クルー名

ふりがな おおさかこうりつだいがくしりつおうか

趣味,特技等 趣味,特技等

3 氏名( なかがわ たいすけ 4 氏名( かがわ ともひこ

藤岡 洸喜 井坂 史周

シート
B 氏名( ふじおか こうき 2 氏名( いさか ふみひろ

大阪公立大学市立鶯花

カテゴリー   参加種目

男子 エイト

大会への意気込み とっとこ～漕ぐよハムたろう!

身⾧ 183 cm 身⾧ 173 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

5 氏名( ひらた はる 6 氏名( にしだ おうせい

中川 大介 香川 智彦

身⾧ 173 cm 身⾧ 174 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

7 氏名( こんどう こうや S 氏名( まえの きょうへい

平田 晴 西田 欧生

身⾧ 168 cm 身⾧ 178 cm

趣味,特技等 趣味,特技等

C 氏名( もり いぶき マネージャー 氏名( さいおう あおい/たなべ ゆきの

近藤 航也 前野 恭平

身⾧ 179 cm 身⾧ 173 cm

クルー平均身⾧ 175.1 cm

森 伊吹 斎藤 葵/田邉 夢菜

身⾧ 165 cm 趣味,特技等
趣味,特技等


