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　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　さて、私儀、この度日本大学の取り決めにより、大学執行部に在する理事は運動部の監督を兼任す
ることができなくなりました。
　その改正に伴い、平成三十年七月三十日付け、日本大学陸上競技部監督を辞任いたしました。
　平成十五年からの監督在任中は関東学生対校陸上競技選手権大会において、現在七連覇を含む八回
の総合優勝、全日本学生対校陸上競技選手権大会では昨年まで六連覇を達成することができました。
　これもひとえに皆様方からの格別なご厚誼による結果であると感謝に堪えません。
　なお後任には現在助監督を務めている井部誠一が就任することとなります。
　今後とも私同様日本大学並びに日本大学陸上競技部へのご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上
げます。

　師走の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　平素は日本大学陸上競技部への格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、私儀、この度、平成三十年七月三十一日付けで小山裕三の後任として日本大学陸上競技部監
督に就任いたすことになりました。
　つきましては微力ではございますが今後一層の努力をいたす所存でございますので格別のご指導と
ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

小山　裕三　前監督より

井部　誠一　新監督より
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陸上競技部だより

監督交代のお知らせ

　この度、日本大学の規定により、平成30年7月31日付けで
井部誠一助監督が監督に就任されました。
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種目優勝者

　昨年２位という悔しい結果だったので、今回
優勝することができて素直に嬉しいです。今期
は関東インカレ優勝、日本選手権5位とまずまず
な滑り出しでした。しかし、後半シーズンに差
し掛かった頃から調子が落ち始め、日本インカ
レ開始時も万全な状態ではありませんでした。

そんな中勝つことができたのは、応援・サポートしてくださった方々
のお陰であり、改めて恵まれた環境で競技ができているのだと感じ
る事ができました。来年は世界選手権に出場し勝負できるように、
この冬鍛え直していきたいと思います。

400ｍＨ　山本　竜大

　昨年度の全日本インカレでは、途中まで優勝
の位置にいたものの、棒高跳で記録なしという
結果になってしまい、九種目で10位という結果
で終わってしまいました。
　その悔しさがあったので、今回は必ず優勝を
するという目標で全日本インカレに挑みました。

　自分が思い描いていた記録では無かったのですが、結果として優
勝でき、日本大学の総合７連覇に貢献できたことは大変嬉しく思い
ました。
　たくさんのご声援ありがとうございました。

十種競技　丸山　優真

　夏は調子が良くなくて、不安で臨んだ試合
でしたが思い切って準備したことがいい方向
に繋がってよかったです。凄く嬉しいと言う
よりは、ここまで戻ってくることができて
ホッとする試合でした。１人では出来なかっ
たので、サポートしてくださった方々にとて
も感謝しています。
　これからもよろしくお願いします。

やり投　北口　榛花

　7m97で優勝することができました。です
が、今回の全日本インカレにはU20日本記録
更新を目標に臨んでいたため8mにも届かず、
満足いく結果ではありませんでした。
　この結果を踏まえ来季は日本記録を更新で
きるよう頑張ります。
 　応援ありがとうございました。

走幅跳　橋岡　優輝

　この度、全日本インターカレッジを7連覇する事ができました。このような結果を残す事ができたのも日頃
よりOBの皆様よりご支援して頂いているお陰であると感謝致しております。来年以降も連覇を続けて行く事
ができるよう、学生一同頑張って参りますので、これからもご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

　天皇賜杯第87回日本学生対校選手権大会は、等々力陸
上競技場（神奈川県　川崎市）において９月６日～９日の
４日間開催されました。本学は、初日より得点を重ね最
終的に2位の順天堂大学に14.5点の差をつけて見事、日本
大学として最高記録となる、男子総合７連覇（21度目の
総合優勝）を達成しました。以下に本学選手の結果を記
します。

本学選手成績　男子の部
種目 順位 氏名 学年 記録 / 風

100m 5 位 平尾　裕希 4 10秒42/-1.4
400m 8 位 鈴木　泰地 4 1分43秒80
800m 8 位 名田　篤史 4 1分56秒32

5000m 2 位 パトリック・マセンゲ・ワンブィ 4 13分59秒45
10000m 2 位 パトリック・マセンゲ・ワンブィ 4 28分34秒09
400mH 1 位 山本　竜大 3 50秒33

4×100mR 6 位 1 走 ) 田中　佑典（2） 3 走 ) 鈴木　泰地（4） 39秒682 走 ) 松岡龍之介（4） 4 走 ) 平尾　裕希（4）

4×400mR 8 位 1 走 ) 瀧渕　貴弘（4） 3 走 ) 渡邉　楽久（3） 3分11秒06 2 走 ) 甲羽ウィルソン貴士（2） 4 走 ) 山本　竜大（3）

棒高跳 2 位 江島　雅紀 2 5ｍ30
3 位 澤　　慎吾 4 5ｍ20

走幅跳 1 位 橋岡　優輝 2 7m97/+1.3

種目 順位 氏名 学年 記録 / 風

砲丸投
2 位 川口　哲生 4 17m10
4 位 阿部　敏明 1 16m86
8 位 佐藤　皓人 1 15m89

円盤投 4 位 阿部　敏明 1 51ｍ00
ハンマー投 3 位 松原　拓矢 M2 64m73

やり投 2 位 崎山　雄太 4 73m99
4 位 森　　　秀 4 71m89

十種競技 1 位 丸山　優真 2 7679点

女子の部
種目 順位 氏名 学年 記録 / 風

走高跳 3 位 髙橋　　渚 1 1m75
走幅跳 7 位 田中友紀乃 3 5m87/+0.3
やり投 1 位 北口　榛花 3 60m48

男子総合順位・得点
順位 1 2 3 4 5 6 7 8
得点 96.5 82 60 50 48 42 36 35.5

大学名 日本大学 順天堂大学 筑波大学 東海大学 中京大学 東洋大学 早稲田大学 立命館大学
＊総合優勝（96.5 点）、トラック 4 位、フィールド優勝、多種目優勝（3 種目）

主将　川口　哲生

日本インカレ７連覇　21度目の優勝
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役　職 氏　名 専門種目 出身高校
主　将 山本　竜大 400mH 　成田 （千葉）
副主将 秋場　康太 砲丸投 　西武台 （埼玉）
総　務 星野未希弥 ー 　成田 （千葉）

副　務　
大澤　聖也 十種競技 　堀越 （東京）
沢井　智也 400mH 　日大三島 （静岡）

寮　長 高山　　倭 走幅跳 　北海道栄 （北海道）
短距離幹事 黒田　佳祐 400mH 　下関西 （山口）

跳躍幹事 相川　心平 走幅跳 　新潟商業 （新潟）
投擲幹事 金井　嵩幸 砲丸投 　星稜 （石川）

日本インカレが終了し、学生の新体制が決定しましたのでご紹介します

主将：山本　竜大

　伝統ある日本大学陸上競技部で主将を務めさせて頂けることは、大変光栄なことであり身の引き締まる
思いです。
　私の一番の役割は、来年度の関東・全日本両インカレにおいて、日本大学を総合8連覇に導くことです。
そのためには自身が今年度に引き続き400mハードルで優勝することはもちろん、日々の練習から誰より
もチームのことを考え、全員で同じ目標へ向かえるようなチーム作りをしていく必要があると考えていま
す。どんな時でも他の模範となるような言動を心がけ、部員が活動しやすい環境を提供していけるよう精
進して参ります。

副主将：秋場　康太

　この度は副主将に選んでいただきまし
た。投擲ブロック3年秋場康太です。
　世代交代も行い関東インカレ、全日本
インカレに向けて再出発をしました。み
んなで掴み取る8連覇の目標に向かって
主将をサポートしつつ、みんなをまとめ
ながら切磋琢磨をし価値のある勝利を収

めていきたいと考えております。これからもご支援、応援の
程よろしくお願い致します。

短距離幹事：
黒田　佳祐

　この度、短距離
ブロック幹事を務
めさせていただく
ことになりました
3年 の 黒 田 佳 祐 で

す。400mH、400mを専門にしています。
　陸上競技部の行動目標の中に「挨拶
する」「掃除する」「正装する」とある
ように、挨拶や身なりなどの基本的な
ことを大切にして、日本一になるにふ
さわしいチームを皆で作っていきたい
と思っています。
　先輩方から引き継がれてきた両イン
カレ連覇の襷を繋ぎ、総合優勝8連覇を
目標に掲げ進んで参ります。

跳躍幹事：
相川　心平

　跳躍ブロックの
幹事を担当させて
いただく相川心平
です。跳躍ブロッ
クは今年、橋岡や

江島、丸山などのエースを中心にイン
カレで活躍しました。それに引っ張ら
れる形で多くの選手が力を伸ばしてお
り、ブロック全体でレベルが上がって
きていると感じています。この冬季期
間で基礎を固めてさらなる飛躍を目指
したいと思います。両インカレ8連覇
に向けて責任を持って跳躍ブロックを
引っ張っていきます。

投擲幹事：
金井　嵩幸

　この度投擲幹事
に任命されました
砲 丸 ブ ロ ッ ク3年
の金井嵩幸です。
これまでの日本大

学の素晴らしい伝統を築き上げてきた
監督・コーチ、桜門陸友会や、その他
卒業生の思いを胸に、その責任感や誇
りを強く感じ、この環境に立たせてく
ださった全ての方々に感謝したいと思
います。当面の目標としては、関東・
全日本インカレ8連覇とし、特に陸上競
技部全員が同じ目標に向かって団結し
ていく過程を今後の糧にし、日々を練
習怠らず頑張っていきたいと思います。

総務：星野未希弥

　この度、総務を務めさせていただくこ
とになりました、3年の星野未希弥です。
創部から100年近くにわたる、伝統ある
日本大学陸上競技部の総務として携われ
ることに感謝します。「真剣の前に不能
なし」の部訓のもと、一人ひとりが責任
を持ち、伝統を築き上げてくださった先

輩方の思いを胸に、両インカレ総合8連覇を達成できるよう、
日々精進して参ります。そのためには選手が、より練習しや
すい環境を整えることが私の役目だと思います。今後もご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

学生新体制の紹介
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全日本大学駅伝　結果
総合順位　11 位　5：21：08

1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区

氏　名 横山　徹 武田悠太郎 野田　啓太 鈴木　康平 松木　之衣 北野　太翔 P.M. ワンブィ 阿部　涼

合計タイム 27：40 1：00：42 1：36：57 2：13：36 2：52：05 3：31：04 4：21：25 5：21：08

区間タイム 27：40 33：02 36：15 36：39 38：29 38：59 50：21 59：43

区間距離 9.5km 11.1km 11.9km 11.8km 12.4km 12.8km 17.6km 19.7km

区間順位 7位 12 位 17 位 18 位 18 位 13 位 1位 8位

　平素より桜門陸友会の皆様におかれまして多大なるご支援を賜り厚く御礼申し

上げます。

　去る11月4日に開催されました第50回全日本大学駅伝には関東予選会を突破し

出場し、11位という結果でした。

　昨年度は、3大駅伝への出場を逃し経験の少ない選手が多い中、今後の箱根駅

伝に向けて好材料と、課題が残る駅伝でした。

　第95回箱根駅伝には、記念大会枠としまして過去5年間の関東インカレ総合得

点が一番高い大学に出場権を与えられる「関東インカレ成績枠」で出場をさせて

いただきます。

　今年は予選会がなく箱根駅伝への出場権を得ていましたので、夏合宿では下級

生を中心に例年以上に走り込みを行うことができ、充実した夏となりました。

　箱根駅伝への出場権が得られたことに感謝し、夏合宿での成果をしっかり結果

に結び付けられるよう、出場するだけではなくシード権を獲得し新しい伝統を築

く元年とする所存です。

　今後ともご支援ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

箱根駅伝に向けて�
武　者　由　幸　特別長距離部門監督
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陸友会だより

　今回のアジア大会には、100ｍと4×100ｍリレーに出場させていただきました。
　今回のアジア大会出場にあたって多くの応援とご支援をいただき誠にありがとうございました。
　個人の100ｍでは、目標から大きくかけ離れる結果となってしまい世界の強豪との差を痛感しました。
　4×100ｍリレーでは、アンカーを務めさせていただき、アジア大会20年ぶりの金メダルを獲得する
ことができ、来年の世界陸上そして2年後の東京オリンピックに向け弾みとなるレースをすることがで
きました。
　この冬の練習期間で自分の課題を1つずつ改善していき、まずは来年の世界陸上で個人種目とリレー
において翌年の東京オリンピックへの良い流れを作れるように精進していきたいと思います。
　今後とも応援の程どうぞよろしくお願いいたします。

ケンブリッジ飛鳥

　予選は8m03で全体トップ通過し、良い流れで勢いづくことができました。ですが、決勝では調子が
良かったものの少し空回りしてしまい、力を出し切れずに4位という結果に終わってしまいました。メ
ダルに一歩届かず悔しい結果となってしまいました。
　しかし、初のシニアでの国際大会で自分の今いる位置と現状況を把握することができたのは大きな
収穫でした。今後にしっかりと繋げていけたらと思います。
　また来年には世界陸上、2年後には東京オリンピックも控えています。その大舞台で活躍できるよう
さらに精進していきたいと思います。ありがとうございました。

橋岡　優輝

　800ｍに出場し、決勝では1:50.47の記録で7位入賞をすることができました。
　ただ、私自身は満足のいく走りができずにとても不本意な結果となり、この結果では、まだまだ世
界では通用しないと感じた大会となりました。
　来年の世界陸上、2020年の東京オリンピックに向けて、最高のパフォーマンスができるように、今
後もより一層精進して参りたいと思います。
　今後とも宜しくお願い致します。

川元　　奨

アジア大会を終えて



桜 門 陸 友 会 会 報6

　先般11月3日午後5時より名古屋名鉄ニューグランドホテルにて、桜門陸友会東海主部総会並びに全日本大学駅伝出
場の激励会が行なわれ席上陸上部に激励金が送られました。
　陸友会本部よりも金一封が送られ監督より次の日の大会の展望を聞くことができました。
　試合は我々の応援及ばず11位とシード権は取れませんでした。が、非常に見ごたえのある大会となりました。しか
し、課題も残りました。来年も必ず出場してください。1月の箱根駅伝期待しています。
　総会の役員は本年より変更になり初めての総会が行なわれました。本部より靑葉会長、武者監督、河野・宮崎コー
チにも御出席いただき21名が集い久々ぶりの懇親会となりました。

東海支部新体制
　　顧　問　　瀬　谷　長三郎　S35年卒
　　　　　　　中　村　敦　士　S37年卒
　　支部長　　牧　野　安　孝　S41年卒
　　幹事長　　渡　邊　裕　司　S46年卒
　　（事務局）　
　　幹　事　　後藤田　祥　蔵（愛知）　S39年卒
　　　　　　　日　比　勝　俊（三重）　S63年卒
　　　　　　　服　部　　　清（岐阜）　S39年卒
　　会　計　　田　中　里　枝　S46年卒
　　　　　　　田　村　優　宝　H26年卒

　去る10月6日（土）に恒例の桜門陸友会国体懇親会が、福井県福井市の福井パレスホテルにて開催されました。靑葉
会長をはじめ会員方々と現陸上部の井部監督およびコーチ合わせて27名の出席を頂きました。
　靑葉会長の挨拶を頂き、富山県の会員で滑川市長であられる上田昌孝様の乾杯の音頭で懇親会が始まりました。
　懇親会が盛り上がる中、出席者全員の自己紹介も行われ、各自の現役時代の競技種目や思い出などについて、笑い
あり、厳しいお言葉ありの有意義な自己紹介となりました。
　井部監督からは、陸上競技部の近況報告を受け、全日本インカレ7連覇など近年の活躍に対して、我々会員にとっ
て大きな喜びとなりました。また全日本大学駅伝、箱根駅伝についても上位進出の期待の声も多くありました。
　2時間の宴会時間は終始和やかなうちに進み、藤田國夫関西支部長の閉会の言葉で締めくくられました。
　ご出席頂きました皆様、何かとお忙しい中、遠路はるばるありがとうございました。

　懇親会後はほとんどの方が宿泊先の森林温泉「みらくる亭」
にてお休み頂き、温泉と森林浴をお楽しみ頂けたと思いま
す。
　最後にこの懇親会開催にあたり、桜門陸友会役員の皆様
や、先輩諸氏に色々とご指導頂きありがとうございました。
　皆様のご健勝と今後益々のご活躍、そして我が日本大学陸
上競技部の更なる活躍をお祈り申し上げ、お礼のご挨拶と致
します。

福井県会員　高松　武法（昭和52年農獣医学部卒）

全日本大学駅伝懇親会を開催しました

桜門陸友会　福井国体懇親会を開催しました
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第４回　釜本文男記念競技会を開催しました

　会員の皆様より、寄贈いただいております運営基金にて、
陸上競技部へテントを2張寄贈いたしました。
　今後も、ご協力の程宜しくお願いいたします。

吉野　渥美　氏（昭和24年理工卒　長距離）、守屋喜久夫　氏（昭和27年法学卒　中距離）、
齋藤　健也　氏（昭和31年経済卒　長距離）、元山　善介　氏（昭和36年経済卒　短距離）、
生方　文枝　氏（昭和38年文理卒　投　擲）、河村　孝夫　氏（昭和15年経済卒　長距離）、
川久保中政　氏（昭和37年文理卒　長距離）、神　　義美　氏（昭和19年商学卒　短距離）、
北澤　純子　氏（昭和47年文理卒　跳　躍）、山内　省三　氏（昭和35年卒　　　跳　躍）、
岸　　國雄　氏（昭和32年商学卒　長距離）、梅田　正幸　氏（昭和41年文理卒　短距離）、
酒井　　仁　氏（昭和41年経済卒　跳　躍）が逝去されております。謹んでご冥福をお祈り
申し上げます。

訃　報

　平成30年10月28日に第4回釜本文男記念投擲競技大会（ハンマー投・砲丸投のみ）が桜上水の本学競技場で行われ
ました。昨年度は台風の接近に伴い中止となったため、2年ぶりの開催となり、ハンマー投と砲丸投の2種目において
一般男子、高校男子、一般女子、高校女子の各カテゴリーに分かれ、27チーム合計79名の競技者が出場いたしまし
た。その中には日本陸連強化選手、インカレ・インターハイ入賞者等、強豪たちの姿が多数見られ、国内屈指のハイ
レベルな大会となりました。
　この大会は「故釜本文男監督の功績を称え、風化させることなく後世に残し、後輩に伝統を繋げてもらいたい」と
いう、桜門陸友会投擲部会初代会長である後藤均氏、二代目会長梁
川昌三氏、三代目会長石田義久氏、四代目会長室伏重信氏はじめ会
員全員の熱い総意により発足したものです。
　本年は釜本文男監督生誕100年にあたる年であり、大勢の釜本監督
門下生のOB・OGの皆様にお集まりいただき大変活気のある大会とな
りました。
　大会終了後には日本大学三軒茶屋キャンパスにて懇親会が行わ
れ、多くのOB・OGの皆様に参加していただき、釜本文男監督との思
い出話に花が咲き、和やかな一時を過ごされました。

テントの寄贈について
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※既に納入済みの方々にも封入の都合上、振込用紙を同封しております。ご容赦ください。

● お問い合わせ先 ●　　伯耆田（携帯）  090 －1776－ 4545 ／ 加藤（携帯）  090 － 5706－ 5341
＊合宿所には現在電話当番を配置しておりません。留守番電話になる機会が多いため、上記へお問い合わせください。

平成30年度桜門陸友会々費納入者 （単位：千円）敬称略
11 月 18 日現在

上田　昌孝	 50	 水田　信道	 30	 靑葉　昌幸	 20	 平田　宏之	 20	 前田　繁俊	 20
浅井　　繁	 10	 淺野　光男	 10	 有賀　吉正	 10	 石田　省二	 10	 今川　博喜	 10
岩ヶ谷一夫	 10	 宇佐美彰朗	 10	 岡崎　正蔵	 10	 鬼山　高之	 10	 後藤　　均	 10
小森　照雄	 10	 斉藤　俊雄	 10	 佐野　嘉男	 10	 須藤　昭次	 10	 瀬谷長三郎	 10
染川　昌三	 10	 瀧川　一輝	 10	 永井　立子	 10	 伯耆田慎一	 10	 松川　行毎	 10
三浦　成雄	 10	 水島　達男	 10	 村瀬　明美	 10	 村瀬　義隆	 10	 室伏　重信	 10
山田　　宏	 10	 吉田さつき	 10	 小池　三雄	 10	 手塚　信男	 10	 石田　義久	 10
岩田　哲生	 10	 佐藤清太郎	 10	 和田　　寛	 10	 小森　照雄	 10	 金子　初枝	 10
谷田部良子	 10	 白鳥　　諒	 10	 髙松　武法	 10	 ケンブリッジ飛鳥	 10	 藤井　邦彦	 10
瀬戸　功夫	 10	 宮川　　雅	 10	 河出　千里	 10	 新榮　宏茂	 10	 佐山　　武	 10
小林　文夫	 10	 上原　敏彦	 10	 小出　敏之	 10	 福地　身一	 10	 秋田　孝夫	 10
村上　吉昭	 10	 田中　　力	 10	 碇　　常三	 10	 小日向朋之	 10	 宮本　義文	 10
誉田　　徹	 10	 北　　貞爾	 10	 久保　一博	 10	 堀口　雅晴	 10	 堀込　　隆	 10
内藤　紘次	 10	 市野　重幸	 10	 武内修一郎	 10	 長井　宏之	 10	 有賀　吉正	 10
田中　里枝	 10	 中島　　誠	 10	 堀　　一章	 10	 嘉成　俱子	 10	 橋本　秀樹	 10
小枝　典雄	 10	 青沢　文雄	 10	 朝岡　栄輝	 10	 新井　寛美	 10	 武藤　勝美	 10
秋元ヒロ子	 10	 西川　智巳	 10	 小久保均一	 10	 後藤田祥蔵	 10	 上田　健一	 10
関根　　侑	 10	 宇佐美義高	 10	 中藤喜興志	 10	 金久保達也	 5	 加納　菜美	 5	
相原　大聖	 5	 青木　　優	 5	 浅川　裕亮	 5	 江崎　亮人	 5	 太田万致子	 5	
小椋　健司	 5	 加藤　　舜	 5	 木伏雄太郎	 5	 倉本　龍也	 5	 齋藤　健太	 5	
佐藤　　彩	 5	 首藤　大輝	 5	 酢崎　充洋	 5	 鈴木　佑哉	 5	 武田　歴次	 5	
千葉　有紗	 5	 恒吉　慧亮	 5	 戸澤　文也	 5	 中島　大輔	 5	 林　謙太郎	 5	
原田　直拓	 5	 松原　俊樹	 5	 矢野　佑馬	 5	 山木　伝説	 5	 吉田　　亘	 5	
飯田　恭平	 5

平成30年度運営基金納入者 （単位：千円）敬称略
11 月 11 日現在

上田　昌孝	 50	 梁川　昌三	 20	 堀　　一章	 20	 稲垣　治之	 20	 水島　達男	 10
上原　敏彦	 10	 新榮　宏茂	 10	 福地　身一	 10	 佐藤清太郎	 5	 小林　文夫	 5

＊＊＊		前回から郵便局のほかコンビニでも振込が可能になりました		＊＊＊

　会員の皆様には多大のご支援を頂き、感謝申し上げます。しかしながら、毎年、会員1,300名の方々に会報を年2回発行
し、全日本インカレ・関東インカレ・全日本大学駅伝・箱根駅伝の４大会（出場時）に補助金を出していますが、会費収入
が年々減少して会の運営に支障をきたすほどになりつつあります（赤字に転落）。この現状をご理解いただき、失念の方々、
長期未納の方は本年からでもご協力をお願い申し上げます。
　前回から郵便局のほか、コンビニでも会費納入ができるようになりました。ただし、コンビニ振り込みの場合はバーコー
ド読取りの都合上、定額での取扱いとなっているため金額を印字してあります。卒業年を含み卒業後5年間は年会費5,000
円、卒業６年後からは年会費10,000円となっております。金額訂正の場合はお手数でも2本線で訂正・押印のうえ、郵便
局窓口にて振り込みいただけますようお願いいたします。

口座番号：００２７０－４－７７９８７
加入者名：日本大学桜門陸友会

会費お振り込み先

コンビニエンスストア収納分
船津　孝一	 10	 西川　和夫	 10	 瀬谷長三郎	 10	 清水　俊一	 10	 橋本　盛廣	 10
阿部　信博	 10	 山下　孔章	 10	 宇佐美彰朗	 10	 澤村　　博	 10	 牧野　安孝	 10
有田　安男	 10	 稲垣　治之	 10	 佐久間佑典	 10	 渡邊　裕司	 10	 新井　　誠	 10
佐々木正三	 10	 深沢　詠治	 10	 北村　　清	 10	 日比　勝俊	 10	 奥泉　　剛	 10
松澤　　誠	 10	 菅野　隆史	 10	 高橋　直朗	 10	 加藤　秀治	 10	 香川　銀河	 5
白井　杏奈	 5	 鈴木　幹太	 5	 山﨑　和麻	 5

会費納入のお願い


