Q-Yacht Times 6 月号
新入部員大集結！！

名前
①学部学科

お待たせしました！ヨット部に入部してくれた 31 名の
1 年生をご紹介します！！また、意気込みの全文は改めて

②高校名(都道府県)
③ひとこと

ブログと HP の部員紹介で公開いたします。そちらもぜひ
ご覧下さい！

榎田 遼太郎
①工学部建築学科

選手 21 人

②筑紫丘高校(福岡)

伊井 宥景

③4 年間をヨット部にかけ、先輩方

①工学部Ⅲ群

の背中に食らいついていけたらと思

②明星高校(大阪)

っています。これからよろしくお願い

③4 年間夢中になれるヨット部で、

致します！

これからの厳しい練習を乗り越え、
先輩方と一緒に常に 1 番を目指し
て頑張ります！

加藤 智佳
①理学部化学科

石井 春輝

②岡山操山高校(岡山)

①理学部物理学科

③ヨット部の仲間と切磋琢磨しな

②名古屋市立向陽高校(愛知)

がら、海とヨットについて学び、知

③体育会系の部活に入るのは初め

識と技術を実践に生かしたいで

てで、練習はキツいこともあります

す！

が、楽しみながら全力で取り組んで
いこうと思っています！

金子 朔也
①理学部物理学科

石崎 怜

②尾道東高校（広島）

①農学部

③部の雰囲気の良さやヨットの楽し

②自由ヶ丘高校(福岡)

さに惹かれて入部しました。これから

③陸上部で培った体力を活かし、粘

先輩たちのお世話になると思います

り強い選手になりたいと思っていま

が、精一杯頑張ります！

す。精一杯頑張りますのでよろしくお
願いします！

河原 仁志

入口 武斗

①理学部物理学科

①経済学部 経済経営学科

②栄東高校(埼玉)

②山口県山口高校

③全くの初心者で分からないこと

③やるからには楽しみながらも真

だらけですが、先輩方に追いつけ

剣に取り組み、結果を残せるよう

るように基礎的なところから力を

な選手に なりた いと思 っていま

入れていきたいと思います。4 年間

す。よろしくお願いします！

よろしくお願いします！

窪田 翔
①農学部
②上野丘高校(大分)
③わからないことばかりですが、
少しでも早く先輩方に近づけるよ
うに頑張ります！4 年間よろしくお
鈴木 英心

願いいたします。

①工学部Ⅲ群
②立命館慶祥高校(北海道)

越 喜紀

③日本一を目指せる最後の機会だ

①工学部Ⅲ群

と思うので先輩方と一緒に精一杯頑

②西宮東高校（兵庫）

張って行きたいと思います。よろしく

③まだ右も左も分からない新入生

お願いします！

ですが、いち早く先輩方に認められ
るように頑張ります。よろしくお願い

津田 拓実
①工学部Ⅰ群

します。

②広島城北高校(広島)
齋藤 蓮
①工学部Ⅲ群
②東京都立小山台高校(東京)
③ヨット部の役に立つ人材かはまだ

③まったくの初心者ですが、少しでも
早く知識や技術を吸収し、日本一を
目指して一生懸命頑張ります。よろし
くお願いします！

わかりませんが海を楽しんで精一
錦見 昇之介

杯頑張りたいと思います。よろしくお

①経済学部経済経営学科

願いします！

②熊本県立宇土高校(熊本)
③高校生の時からヨット部として活動

下窪 元貴

していました。今までの経験を活かし

①工学部 IV 群 土木工学科

つつ、日本一を目指す熱い志を持つ

②日向学院高校(宮崎)

先輩たちに負けないよう練習したいです！

③右も左もわからないものですが、
練習に熱心に取り組み先輩方に肩
を並べることができるようにするだけ
でなく超えることができるように取り
組みます！

引地 勘太
①工学部Ⅲ群
②仙台三高校(宮城)
③人として成長して学生生活最
後の部活を充実したものにして
いきたいです。上を目指して努
力を積み重ねていきたいと思いま
す！
藤本 航
①農学部 生物資源環境学科
②熊本県立宇土高校(熊本)
③先輩たちに早く追いつけるよう、
一つ一つの練習を大事にして頑張
っていきます。これからよろしくお願
いします！

マネージャー10 人

本田 智也
①経済学部経済工学科

隠岐 香乃沙

②熊本県立宇土高校（熊本）

①農学部

③試乗会でヨット部の活気にあふ

②和歌山信愛高校(和歌山)

れる様子と練習環境の素晴らしさ

③運動部に入ることもマネージャ

を知り、ここで四年間をヨットに尽

ーをすることも初めてですが、選手

くしたいと思いました！

を支えることができる存在になれ

前田 将太郎

るよう精一杯頑張ります！

①理学部化学科
②修道高校(広島)

上妻 和華子

③分からないことも多々ありま

①医学部保健学科

すが練習について行けるよう努

②呉三津田高校（広島）

力し、先輩たちや同期の仲間と

③マネージャーとして選手、ヨット部

一緒に日本一を目指します。よ

の力となれるように自分にできるこ

ろしくお願いします！

とを全力で元気にやっていきたいと
思います！
矢野 翔太郎
①工学部Ⅱ群

齊藤 瑞紀

②奈良学園登美ヶ丘高校(奈良)

①芸術工学部芸術工学科

③今はできないことだらけですが,

②舟入高校(広島)

勉強も部活もこれから精一杯頑張

③先輩方や同期の皆からたくさん

ります！

学んで、吸収して、選手の皆さんを
少しでも支えられるよう一生懸命

吉田 萌世

頑張りたいと思います！

①経済学部経済経営学科
②北野高校(大阪)

菅 稜太朗

③ヨット初心者で分からないこ

①工学部 1 群

とが多く、ご迷惑をおかけします

②佐世保北高校（長崎）

が、日本一に向けて共に頑張り

③唯一の男子マネージャーだから

たいと思います！

こそ選手とも既存のマネージャー
の先輩方とも違った新たな立場
で日本一のためのサポートをした
いと考えております！
染矢 陽日葵
①医学部保健学科看護学専攻
②八女高校(福岡)
③自分に出来る仕事を精一杯して、
選手のサポートをしたいと思います。
選手と同じくらい、それ以上にマネー
ジャーとして頑張ります！

武田 遥
①芸術工学部 芸術工学科

毎日新聞への記事掲載

②旭川東高校（北海道）
③今まで海がない土地に住んでいた

今年 3 月に、九州大学ヨット部部員が人命救助を行った

ので海で活動できることが嬉しいで

ことに関して、毎日新聞社様に取り上げていただきました

す！今何ができるか考えながら、全力

ことをご報告致します。本記事では、救助の時の状況や、

かつ楽しく活動したいです。

白水武彦先輩のご遺族への取材が掲載されています。

西森 野乃花

今回、このように毎年の活動を取り上げていただいたこと

①法学部

で、命の重さや安全への取り組みの大切さを改めて実感

②筑陽学園高校(福岡)

することができました。今後も、ヨットは危険と隣り合わせ

③日本一を目指す部活の名に恥

のスポーツであることを肝に銘じ、気を引き締めて活動し

じぬよう選手のサポートを精一杯

て参ります。(濱田)

頑張りたいと思います！よろしくお
願いします。
宮本 海里
①医学部保健学科看護学専攻
③広島大学附属福山高校(広島)
③やるときはやる、楽しむときは楽し
むというメリハリのある雰囲気や先輩
方のヨットに対する熱い思いに魅力を
感じ入部しました。精一杯頑張りますの
でよろしくお願いします。
山川 紗英
①農学部
②小倉高校(福岡)
③マネージャーをするのは初めて
で不安もありますが、私もこれから
ヨット部の一員としてしっかりと仕
事をこなしてチームに貢献できる

今後の予定

ように頑張りたいと思います！
山本 栞
①法学部

⛵6 月 26 日（土）～27 日（日） 関東 470
6 月 26 日（土）、27 日(日)に、神奈川県葉山マリー

②ノートルダム清心高校（広島）

ナにて 2021 年度第 5 回関東 470 フリートレースが開

③先輩の憧れの姿を心に留めつ

催されます。

つ、この部に貢献出来る事は何

九州大学ヨット部 470 チームからは上位 3 艇が出場

か、自分なりに考え、同期と共に

いたします。新型コロナウイルスにより九州における大会

頑張っていきたいです。宜しくお願いします！

の延期・中止が相次ぐ中で、関東のハイレベルな選手が
集うレースに参加できる貴重な機会となります。今大会で

一年生のみんな、入部を決めてくれてありがとう。

得られた収穫を持ち帰り、チーム全体のレベルアップに繋

これから日本一に向けて一緒に頑張っていこう！ (濱田)

げられるよう臨んでまいります。(川野)

