
[ 2 ]４６５号（理大祭直前号）２０１8年１1月１日　木曜日

Mr. Rikadai  Contest 2018
11 月 24 日 ( 土 )16:00 開場 17:00 開演    神楽坂キャンパス 5 号館地下 3 階体育館

No.1
2. 地味にこだわっていること
　作れる料理の種類を増やしてる 

3.10 年後の自分は何してる？
　婚活してると思う 

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　ハッピーターン 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　台風より強いところ 

6. 平成最後にやりたいことは？
　グランプリ獲ること 

1. 自分をお花に例えると？
　ブリザードフラワー全て
　自分は枯れることないから、水与え
　なくても生きていける生命力やばいから 

工学部電気工学科２年 
誕生日 1997 年 5 月 20 日
身長 178cm 出身 愛知県

　所属 アカペラ、
カフェ巡りサークル

No.2 1. 自分をお花に例えると？
　たんぽぽ
　根強いから

2. 地味にこだわっていること
　小銭はスイカにチャージ

3.10 年後の自分は何してる？
　安定した暮らし（のつもり）

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　ハンバーグ

5.〇〇な理科大はいやだ！
　酒飲みがち

6. 平成最後にやりたいことは？
　思い出作り

経営学部経営学科３年 
誕生日 1996 年 4 月 12 日
身長 175cm 出身 秋田県

所属 kksin

No.3

3.10 年後の自分は何してる？
　美味しいご飯を食べてる 
4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　プリン 
5.〇〇な理科大はいやだ！
　蛇口ひねったらイオン交換水 

1. 自分をお花に例えると？
　ひまわり
　自分が使ってるシャンプーにひまわり
　のエキスが入っているから 

工学部工業化学科２年
誕生日 1998 年 6 月 27 日
身長 170cm 出身 神奈川県 

所属 バドミントン 6. 平成最後にやりたいことは？
　次の元号をみんなで
　ダラダラ大喜利交えた予想笑 

2. 地味にこだわっていること
　冬場などはホームにいると寒いから、
　絶対に電車にギリギリで乗ること

No.4 1. 自分をお花に例えると？
　コスモス
　綺麗になりたいから

2. 地味にこだわっていること
　毎朝レモネードを飲むこと

3.10 年後の自分は何してる？
　子供に囲まれてる

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　いちご 1 パック

5.〇〇な理科大はいやだ！
　陽キャばかりな理科大

6. 平成最後にやりたいことは？
　花火

理学部応用物理学科 2 年 
誕生日 1998 年 12 月 13 日 

身長 172cm 出身 東京都
所属 Aquarius

2. 地味にこだわっていること2. 地味にこだわっていること
　毎朝レモネードを飲むこと　毎朝レモネードを飲むこと

3.10 年後の自分は何してる？

No.5
2. 地味にこだわっていること
　洋服や小物など自分で買うものは白or黒色 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　休日に授業がある。夏休みが短い。

1. 自分をお花に例えると？
　フリージア
　花言葉の“あどけなさ”がミスターの
　中で一番若い 18 歳の自分にとって
　合ってると思ったから 

3.10 年後の自分は何してる？
　仕事頑張りながら家族と幸せに
　暮らしていると思います 
4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　手作りならチョコでもクッキーでも
　嬉しいです 

6. 平成最後にやりたいことは？
　平成最後の最年少ミスターグランプリを
　取りたいです！ 

誕生日 2000 年 2 月 16 日
理学部物理学科１年 

身長 176cm 出身 神奈川県
所属 Apolo、料理研究会 

No.6 1. 自分をお花に例えると？
　ハルジオン
　道端に咲いている感じ 

2. 地味にこだわっていること
　ヘアセット 

3.10 年後の自分は何してる？
　丸の内リーマン 

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　シンプルにチョコ 

6. 平成最後にやりたいことは？
　相対論と量子論 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　暴風警報が出ています。時間に余裕を
　持って早めに登校してください。 

理工学部物理学科１年 
誕生日 1998 年 5 月 20 日
身長 177cm 出身 愛知県

所属 バスケ、数研 
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Mr. Rikadai  Contest 2018
11 月 24 日 ( 土 )16:00 開場 17:00 開演    神楽坂キャンパス 5 号館地下 3 階体育館

No.1
2. 地味にこだわっていること
　作れる料理の種類を増やしてる 

3.10 年後の自分は何してる？
　婚活してると思う 

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　ハッピーターン 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　台風より強いところ 

6. 平成最後にやりたいことは？
　グランプリ獲ること 

1. 自分をお花に例えると？
　ブリザードフラワー全て
　自分は枯れることないから、水与え
　なくても生きていける生命力やばいから 

工学部電気工学科２年 
誕生日 1997 年 5 月 20 日
身長 178cm 出身 愛知県

　所属 アカペラ、
カフェ巡りサークル

No.2 1. 自分をお花に例えると？
　たんぽぽ
　根強いから

2. 地味にこだわっていること
　小銭はスイカにチャージ

3.10 年後の自分は何してる？
　安定した暮らし（のつもり）

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　ハンバーグ

5.〇〇な理科大はいやだ！
　酒飲みがち

6. 平成最後にやりたいことは？
　思い出作り

経営学部経営学科３年 
誕生日 1996 年 4 月 12 日
身長 175cm 出身 秋田県

所属 kksin

No.3

3.10 年後の自分は何してる？
　美味しいご飯を食べてる 
4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　プリン 
5.〇〇な理科大はいやだ！
　蛇口ひねったらイオン交換水 

1. 自分をお花に例えると？
　ひまわり
　自分が使ってるシャンプーにひまわり
　のエキスが入っているから 

工学部工業化学科２年
誕生日 1998 年 6 月 27 日
身長 170cm 出身 神奈川県 

所属 バドミントン 6. 平成最後にやりたいことは？
　次の元号をみんなで
　ダラダラ大喜利交えた予想笑 

2. 地味にこだわっていること
　冬場などはホームにいると寒いから、
　絶対に電車にギリギリで乗ること

　のエキスが入っているから 
2. 地味にこだわっていること
　冬場などはホームにいると寒いから、　冬場などはホームにいると寒いから、
　絶対に電車にギリギリで乗ること　絶対に電車にギリギリで乗ること

No.4 1. 自分をお花に例えると？
　コスモス
　綺麗になりたいから

2. 地味にこだわっていること
　毎朝レモネードを飲むこと

3.10 年後の自分は何してる？
　子供に囲まれてる

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　いちご 1 パック

5.〇〇な理科大はいやだ！
　陽キャばかりな理科大

6. 平成最後にやりたいことは？
　花火

理学部応用物理学科 2 年 
誕生日 1998 年 12 月 13 日 

身長 172cm 出身 東京都
所属 Aquarius

No.5
2. 地味にこだわっていること
　洋服や小物など自分で買うものは白or黒色 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　休日に授業がある。夏休みが短い。

1. 自分をお花に例えると？
　フリージア
　花言葉の“あどけなさ”がミスターの
　中で一番若い 18 歳の自分にとって
　合ってると思ったから 

3.10 年後の自分は何してる？
　仕事頑張りながら家族と幸せに
　暮らしていると思います 
4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　手作りならチョコでもクッキーでも
　嬉しいです 

6. 平成最後にやりたいことは？
　平成最後の最年少ミスターグランプリを
　取りたいです！ 

誕生日 2000 年 2 月 16 日
理学部物理学科１年 

身長 176cm 出身 神奈川県
所属 Apolo、料理研究会 

No.6 1. 自分をお花に例えると？
　ハルジオン
　道端に咲いている感じ 

2. 地味にこだわっていること
　ヘアセット 

3.10 年後の自分は何してる？
　丸の内リーマン 

4. バレンタインデーに貰いたいお菓子は？
　シンプルにチョコ 

6. 平成最後にやりたいことは？
　相対論と量子論 

5.〇〇な理科大はいやだ！
　暴風警報が出ています。時間に余裕を
　持って早めに登校してください。 

理工学部物理学科１年 
誕生日 1998 年 5 月 20 日
身長 177cm 出身 愛知県

所属 バスケ、数研 
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