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井部 誠一　監督より

　平素より、当部への手厚いご支援・
ご協力を賜り、誠にありがとうご
ざいます。

　この場をお借りして御礼申し上げます。
　本年は、通常ならば冬季練習が明けシーズ
ンインとなる時期に新型コロナウイルス感染
症が拡大したため、東京オリンピックをはじ
めとし、９連覇のかかった関東学生陸上競技
対校選手権大会や日本選手権などのシーズン
前半の競技会が延期となりました。また日本
陸上競技連盟より６月末までの競技会中止の
通達があり、厳しい状況の中で新年度を迎え
ることとなりました。
　４月の緊急事態宣言時には、部員の健康を
第一に考え全体での活動を自粛し、集団での
練習ができない状況が続き、部員は各々自宅

に帰省するなど、安心安全を確保し、できる
ことを精一杯取り組んできました。
　現在、日本学生陸上競技対校選手権大会に
ついては９月11日（金）から13日（日）の日程で、
新潟県デンカビッグスワンスタジアムにて開
催が予定されており、帰省中の部員もおります
が、感染予防策を講じ、十分な対応を取りな
がら活動を再開し、総合優勝の奪還に向けて、
選手・スタッフが一丸となりトレーニングに取
り組んでいます。
　末筆になりますが、現在新型コロナ感染症
対策に苦慮しながらも多くのスタッフが懸命
にチームを支えております。桜門陸友会の皆
様におかれましては、今後ともご指導、ご鞭撻、
ご声援を賜りますようよろしくお願い申し上
げます。
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第96回箱根駅伝の結果について

関東インカレの５月開催中止について

　2020年１月２、３日に実施されました第96回箱根駅伝の結果を報告致します。

　往路 5：32：53で15位、復路 5：37：44で20位、総合 11：10：37にて18位の結果となり、残念ながら

シード権獲得には至りませんでした。

　例年５月に実施されている、第99回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東インカレ、現在８連覇中）

が、新型コロナウイルスの感染拡大のために５月開催が中止となりました。

　関東学生陸上競技連盟のHPでは、今年度の開催を検討すると掲載されていますが、詳細については

未定となっています。
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　日頃より多大なるご声援ありがとうござ

います。僕たちは、全日本大学駅伝と箱根

駅伝で上位に入り、名門復活を目標に日々

練習に取り組んでいます。コロナウイルス

の影響で多くの試合がなくなってしまうな

ど、上半期は大変な時期でもありますが、

これを一つのチャンスだと捉えてチーム一

丸でこの状況を乗り切り、駅伝シーズンで

しっかりと結果を残したいです。今後とも

ご声援のほどよろしくお願い致します。

　日頃より格別のご支援ご声援を賜り厚く

御礼申し上げます。今年は力のある学年が

４年目を迎え、現在10000mの上位10人平均

タイムでは関東で５番目につけています。

経験豊富な靑葉先生のご指導のもと、箱根

駅伝ではシード権の獲得はもちろん、上位

入賞を目指し、止まった針を再び動かすよ

うな時代をチーム一丸となって築いて参り

ます。今後ともご声援のほどよろしくお願

い申し上げます。

令和２年６月より靑葉昌幸会長が特別長距離部門の監督に就任されましたことをご報告致します。

　平素より多大なるご声援、ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

　この度、陸上競技部特別長距離部門の監督に就任することとなりました。

　引き受けた監督につきましては、１年でも早く次の優秀な監督へ引き継ぐことができるよう取り組んで

いく所存です。

　名門「日大」復活を目指し、ここ数年出場できていない出雲駅伝・全日本大学駅伝での活躍、そして、

今年度で97回大会となる箱根駅伝では、第100回大会で優勝を目指せるチームの基盤をつくって参ります。

　今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、６月に開催予定であった全日本大学駅伝の関東

予選会も中止となり、代表校の選出方法については、上位８名の自己記録による書類選考となりました。

その結果、本学は本戦への出場権を獲得致しました。本戦では、来年度のシード権を獲得できるよう挑ん

で参ります。また、10月に予定されている箱根駅伝予選会が無事に開催されることを願い、余裕をもって

予選会を突破し、本戦で勝負ができるよう指導して参ります。

　最後になりましたが、OB・OGの皆様、今後も変わらぬご支援を賜りますよう御願い申し上げます。

 特別長距離部門監督　靑葉　昌幸

箱根駅伝終了後、特別長距離部門の学生新体制が決定しましたので、ご報告致します。

主将

川上瑠美梨

主務

高信　清人

靑葉昌幸会長が
特別長距離部門の監督に就任されました。

特別長距離部門の新体制について
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陸上競技部部長
芸術学部 教授　加藤　弘一　先生

　平素より、桜門陸友会の皆様におかれましては、日本大学陸上競技部への温かいご声援と

ご支援を賜り、誠にありがとうございます。

　本年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、例年とは異なる形でスタートいたし

ました。本年度は東京オリンピックの延期（2021年７月23日から８月８日に延期）が行われ、第104回日本陸上競技

選手権大会の延期（今年の10月１日から３日に延期）、全国高等学校総合体育大会（インターハイ）の中止など、スポー

ツ界全体に大きな影響を及ぼしております。

　大学陸上競技につきましても日本陸上競技連盟より６月末までの競技会の自粛要請を受け、９連覇、29回目の総合

優勝を目指している第99回関東学生陸上競技対校選手権大会の５月開催の中止（今年度の開催は現時点では不明）、

2020年日本学生陸上競技個人選手権大会開催中止など軒並み主要競技大会は延期や中止の判断がなされております。

　陸上競技部といたしましても、新年度を迎えた直後に日本政府が緊急事態宣言を発令する旨の報道を受け、部と

しての活動自粛を余儀なくされました。そして緊急事態宣言が解除され、６月１日より段階的ではありますが、部と

しての活動を一部再開させました。このような中、2021年に延期された東京オリンピックに関連する競技会や延期さ

れている競技会が秋シーズンに始まります。現時点では今年の９月11日から13日の期間、新潟県で天皇賜杯第89回

日本学生陸上競技対校選手権大会が開催される予定です。昨年度は、接戦の末４点差で総合優勝することができま

せんでした。あの時の悔しさを忘れず、新入生を含めた部員とスタッフが一丸となり、日本学生陸上競技対校選手権

大会にて総合優勝を奪還し、日本大学陸上競技部として22回目の総合優勝を目指して邁進してまいります。

　今後とも、桜門陸友会の皆様には是非ともお力添えいただき、当部に対して末永くご指導、ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げます。

特別長距離部門部長
スポーツ科学部 教授　布袋屋　浩　先生

　平素は日本大学陸上競技部および特別長距離部門への格別の御高配を賜り、厚く御礼申し

上げます。

　2019年末の逆井前部長の御退任に伴い、後任として特別長距離部門の部長を拝命致しまし

た、日本大学スポーツ科学部で教員をしております布袋屋　浩（ほてや　こう）でございます。2016年にスポーツ

科学部が開校する前は、スポーツ整形外科医として各種スポーツ選手のケガや故障の管理をしておりました。

　今春は他ならぬコロナ禍により全世界の活動が停滞に追い込まれ、未だ先を見通しづらい状況ではありますが、我

が日本大学の学生、教職員、そして陸上競技部の選手、スタッフ達は、一致団結してこの難局に立ち向かっておりま

す。こうした未曽有の災禍に御就任されました靑葉昌幸新監督のもと、創部からもうすぐ100周年を迎える、伝統の

ある日本大学陸上競技部の更なる発展と、長距離部門の復活に向けて、誠心誠意尽力して参りたいと存じます。

　一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様の御健康をお祈り申し上げますとともに、引き続き日本大学

陸上競技部および特別長距離部門への御支援御指導を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

陸上競技部、特別長距離部門の部長を紹介します。

部長紹介



　晩夏の候、桜門陸友会の皆様におかれましてはいかが
お過ごしでしょうか。
　この度私は、陸上競技部特別長距離部門の監督に就任
致しました。桜門陸友会の会長として長いことお世話に
なっておりますが、このままでは十分な職務が果たせな
いため任期中は会長代行を副会長の永井立子さんにお願
いすることとなりました。
　何一つ、会長としてできませんでしたが、皆様のご指
導ご協力があってのことと大変感謝しております。この
場をお借りして御礼申し上げます。
　今年度は、コロナウイルスの影響で各種競技会も中
止・延期となっており、７月の定時総会をはじめ、桜門
陸友会の行事も感染拡大防止のために中止とせざるを
得ない状況となっております。今後の行事につきまして
は、皆様の健康を第一に考え、ウイルスの感染状況や国

からの協力要請に合わせて、開催を検討して参りますこ
とをご理解いただきたいと思います。
　陸上競技部は、今年度全ブロック合計79名の新入生
を迎えました。８連覇中の関東インカレは開催が未定と
なっていますが、９月の日本インカレは予定通りに新潟
市のデンカビッグスワンスタジアムにて開催予定となっ
ています。
　また、10月には箱根駅伝予選会が開催予定となってお
ります。しっかりと本戦への出場権を獲得し、本戦では
シード権を獲得できるよう指導して参ります。
　監督・コーチ陣・選手たちは、限られた状況の中で
日々できることに精一杯取り組んでいます。会員の皆様
方には、今後も変わらぬご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

　厳しい暑さが続くようになり、夏本番となってきまし
た。また、新型コロナウイルスも、感染者が減ったかと
思うとまた増えたりして、まだまだ先の見えない状態が
続いております。
　この度、私、永井立子がこの６月から靑葉会長の後を
受け、桜門陸友会の会長代行につきましたことを皆様に
報告させていただきます。
　靑葉会長は、母校の箱根駅伝での低迷が続く中、立て直
しを要請されて、駅伝監督に就任することになりました。
　靑葉会長から後をつないで欲しいといわれ、靑葉会長
の任期期間だけの会長代行ならばとお受けすることとい

たしました。
　微力ながら、会の発展に努めるつもりではありますが、
伝統ある桜門陸友会ですから、多くのＯＢの皆様のご支
援、ご協力無しでは、大役も果たせないかと思っており
ますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
　また学生たちも、活動自粛や目標としている大会の中
止などの状況下でも、一生懸命に練習に励んでいるよう
です。
　引き続き、学生たちへの支援、応援も会として行って
いきたいと思っております。
　重ねて宜しくお願いいたします。

会長代行　永井立子　挨拶
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陸友会だより
会長　靑葉昌幸　挨拶

　令和２年３月８日（日）に新型コロナウイルスの影響も
あり、感染予防策を講じた上で、令和元年度卒業生送別
会を実施しました。
　出席できない学生も多くいたことが残念ではありまし
たが、出席した学生を見送ることができました。

　令和２年３月29日（日）に令和２年度新入生歓迎会を実
施予定でしたが、新型コロナウイルスの拡大に伴い、中
止となりました。
　今年度の新入生は、短距離24名、跳躍・混成競技18名、
投擲14名、長距離23名の計79名が入部致しました。
　今後の活躍に期待しています。

令和元年度 卒業生を送る会 について 令和２年度 新入生歓迎会 について
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「瑞宝章」とは、国及び地方公共団体の公務、または公共的な業務に長年にわたり従事して

功労を積み重ね、成績を挙げた人を表彰する場合に、男女に共通して授与される勲章です。

以下、靑葉会長のコメントです。

平素より多大なるご声援、ご支援を賜り厚く御礼申し

上げます。

本年度の春の叙勲で瑞宝中綬章を頂きましたが、社会

活動における功労や功績が認められた者に与えられる

ということで、特別長距離部門監督就任の件と同様に

このことも私にとっては驚きの受章でした。

今人生を振り返ってみると、学生時代は日本大学文理

学部体育学科で学び、釜本監督と共にユニバーシアードブタペスト大会1500m

に出場し、3’48”1で６位入賞、日本選手権3000mSCでは8’48”6の日本新記録で優

勝、箱根駅伝は４年次の大会で駅伝主将として１区区間新記録の３位で、総合成

績は準優勝でした。

卒業後は埼玉県庁職員を経て大東文化大学の教授、そして陸上競技部監督に就任、

箱根駅伝では４回優勝、全日本大学駅伝は７回優勝、1990年度には史上初の大

学駅伝三冠を達成、大東文化大学ではスポーツ健康科学部初代学部長に就任しま

した。

埼玉県内では地元である東松山市の教育委員、埼玉公安委員長、埼玉県陸上競技

協会会長。我ながら良く頑張ったと思います。

本年度の春の叙勲で瑞宝中綬章を受章したことは、本当に多くの方々に靑葉の人

生を支えて頂いた結果だと強く感じております。

今回このような章を頂くこととなりましたが、まだこれからも箱根駅伝100回大

会で総合優勝を目指せるようなチームの基盤をつくっていきたいと思います。

改めて皆様に感謝申し上げ、御礼申し上げます。

靑葉会長が令和２年春の叙勲において、
「瑞宝中綬章」を受章されました。
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　令和２年７月４日（土）に開催予定でした、令和２年度桜門陸友会定時総会ですが、新型コロナウイルスの感染状況
を鑑みて、中止となりました。
　定時総会で報告及び審議の予定であった事項は、常任理事にて審議致しました。
　詳細につきましては、以下の資料をご確認ください。

１．事業報告
４月７日（日）	 常任理事会	及び	平成31年度新入生歓迎会　三軒茶屋キャンパス

５月18日（土）	 平成30年度会計監査、三軒茶屋キャンパス

５月23日（木）～	26日（日）
	 関東インカレ応援、神奈川・相模原　総合優勝（８連覇）

６月１日（土）	 常任理事会、三軒茶屋キャンパス

６月23日（日）	 全日本大学駅伝推薦校選考会、神奈川・相模原　総合８位

７月６日（土）	 令和元年度定時総会、三軒茶屋キャンパス

８月	 第59号会報発行

９月12日（木）～	15日（日)
	 日本インカレ応援・支援、岐阜・長良川　総合２位

９月23日（月）	 常任理事会、合宿所

10月５日（土）	 陸友会国体懇親会、茨城・金仙（勝田駅徒歩３分）

10月26日（土）	 箱根駅伝予選会応援・支援、東京・立川　予選８位 本戦へ

10月27日（日）	 釜本文男記念投擲競技会、日本大学競技場

12月	 第60号会報発行

１月２日（木）	 箱根駅伝応援・支援、大手町～箱根
　～３日（金）	 箱根駅伝応援・支援及び懇親会、箱根～大手町　総合18位

３月８日（日）	 全国理事会	及び	卒業生送別会、三軒茶屋キャンパス

２．決算報告
収入の部

科　　目 予 算 額 決 算 額	

会 費 収 入 2,300,000	円 2,100,000	円
雑 収 入 47,174	円	 292,390	円	
前 年 度 繰 越 752,826	円 752,826	円

収 入 合 計 3,100,000 円 3,145,216 円

支出の部
科　　目 予 算 額 決 算 額	

選 手 補 助 800,000	円 550,000	円
表彰・記念品 350,000	円 172,400	円
慶 弔 費 250,000	円 99,690	円
通 信 費 250,000	円 170,049	円
会報（送料込） 850,000	円 844,745	円
払 込 料 金 40,000	円 39,256	円
雑 費 100,000	円 144,234	円
予 備 費 160,000	円 −
運営基金へ振替 300,000	円 300,000	円
次年度へ繰越 533,370	円

支 出 合 計 2,611,846 円

合　　　計 3,100,000 円 3,145,216 円

３．運営基金会計報告
１）平成31年３月31日現在の基金残高 2,940,342円

２）収入
　　新規寄贈 755,000円
　　一般会計より振替 300,000円
　　利子　普通預金 22円
　　　　　計 1,055,022円

３）支出
　　特別賞 80,000円
　　日本新記録賞 100,000円
　　　　　計 180,000円

４）令和２年３月31日現在の基金残高
　　普通預金（東京三菱UFJ銀行船橋支店）3,815,364円

特別賞　橋岡	￥50,000　江島￥30,000
　　　　橋岡優輝　アジア選手権大会　優勝
　　　　江島雅紀　アジア選手権大会　６位入賞

日本新記録賞		各￥50,000
　　　　北口榛花　やり投げ　66ｍ00cm
　　　　橋岡優輝　走幅跳　　8ｍ32cm

基　金　寄　贈　者
故）平野　平三 500 故）山本　勝造 498 故）麦倉伊三郎 100 須藤　昭次 100
故）安良岡嘉久 100 故）尾村　元朗 100 故）村岡　忠明 100 水田　信道♦ 450
故）香取　四郎 60 田中　　誠 50 河添　義澄 32 故）杉山　繁雄 30
故）点田　良勝 5 故）渡部　信男 50 故）丸　　三郎 100 故）岩野　幸良 5
故）田尻　祐之 30 故）鎌田三太夫 50 故）後藤　正象 100 故）寺村　善一 100
故）鎌田　徳一 30 故）森本　一徳 400 桜門陸友会 450 故）山本　和義 50
故）河野　慧俊 50 故）小堀　孝倫 10 片桐　常正 30 故）金子　宗平 100
32年卒業生有志 360 H17･18年度	役員有志 250 宮川　　雅 50 故）佐野　隆作 100
岡崎　正蔵♦ 80 故）久保　敏行 100 故）堀田　穣亮 100 故）嶋田　武之 50
故）前田　満信 200 阿部　信博 200 椛沢　聖子 120 故）釜本　文男 100
故）高島　喜弘 300 小森　照雄 50 故）渡辺　　勝 100 船津　孝一 50
後藤　　均♦ 40 福地　身一♦ 30 平田　宏之 20 榎戸　祐子 5
上田　昌孝♦ 130 牧野　安孝♦ 40 室伏　重信 10 佐藤清太郎♦ 20
吉田さつき 10 浅野　光男 10 稲垣　治之 240 故）髙世　英夫 100
水島　達男 10 上原　敏彦 10 新榮　宏茂 10 小林　文夫 5
梁川　昌三 20 堀　　一章♦ 50 平田　則子 10 澤村　　博 10
小山　裕三 10 金久保達也 10 令和元年度	桜門陸友会♦ 300 野村　朔生♦ 100
目附　直人♦ 20 永井　立子♦ 10 深沢　詠治♦ 10 小枝　典雄♦ 10
前田　繫俊♦ 10 瀧川　一輝♦ 10 田中　　力♦ 10 石田　義久♦ 10
西川　和夫♦ 12 斉藤　明義♦ 10 前澤　栄子♦ 10 大村　訓史♦ 5
山川　夏輝♦ 5 佐藤　圭太♦ 3
♦	令和元年度寄贈者

Ⅰ　令和元年度事業報告・収支報告

定時総会での報告事項について
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新型コロナウイルスの影響により、今年度の競技会の予定が大幅に変更となっています。
現在（７月10日）確認できております、競技会の開催日程をご連絡いたします。
なお、今後の感染状況によって開催に変更が生じる場合がありますので、ご了承ください。

９月11日（金）～13日（日）	 日本インカレ（新潟市デンカビッグスワンスタジアム）

９月26日（土）～27日（日）	 日本選手権・混成競技（長野市営陸上競技場）

10月１日（木）～３日（土）	 日本選手権（新潟市デンカビッグスワンスタジアム）

10月17日（土）	 箱根駅伝予選会（立川市昭和記念公園）

10月25日（日）	 釜本文男記念投擲競技会（日本大学陸上競技場）

11月１日（日）	 全日本大学駅伝（三重県、愛知県）

１月２日（土）～３日（日）	 箱根駅伝（大手町～箱根）

※	関東インカレについては開催日程等未定

※	日本インカレでは、一般入場は不可となりました

　令和２年10月に開催予定でした鹿児島国体に合わせて、桜門陸友会国体懇親会を企画しておりました

が、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、鹿児島国体の開催が中止となりましたので、併せて、懇親

会の開催も中止となりました。

　懇親会の開催準備に携わって頂いていた九州地区の皆様には、この場をお借りして御礼申し上げます。

　鹿児島開催が来年度に延期の可能性もあるとの報道がございますが、今のところ未定ですので、詳細

が決まり次第会員の皆様にご連絡させて頂きます。

１．事業計画
３月29日（日）	 常任理事会	及び	令和２年度新入生歓迎会　三軒茶屋キャンパス
５月21日（木）～24日（日）
	 関東インカレ応援・支援　➡　延期
５月31日（日）		 令和元年度会計監査、合宿所
６月６日（土）	 常任理事会、三軒茶屋キャンパス　➡　中止
６月20日（土）	 全日本大学駅伝推薦校選考会、神奈川・相模原　➡　中止
７月４日（土）	 令和２年度定時総会、三軒茶屋キャンパス　➡　中止
８月	 第61号会報発行

※ ９月以降に予定している競技会及び懇親会については変更の可能性がある
９月10日（木）～13日（日)
	 日本インカレ応援・支援、新潟・新潟
９月	 常任理事会、三軒茶屋キャンパス
10月10日（土）	 陸友会国体懇親会、鹿児島
10月17日（土）	 箱根駅伝予選会応援・支援、東京・立川
10月25日（日）	 釜本文男記念投擲競技会、日本大学競技場
10月31日（土）	 東海地区桜門陸友会総会及び懇親会、愛知・名古屋
11月１日（日）	 全日本大学駅伝応援・支援、三重・愛知
12月	 第62号会報発行
１月２日（土）	 箱根駅伝応援・支援、大手町～箱根
　～３日（日）	 箱根駅伝応援・支援及び懇親会、箱根～大手町
３月	 令和２年度全国理事会	及び	卒業生送別会、三軒茶屋キャンパス

２．収支予算
【収入の部】

科　　目 予 算 額 前年度予算額

会 費 収 入 2,300,000	円 2,300,000	円
雑 収 入 66,630	円 47,174	円
当年度収入合計 2,366,630 円 2,347,174 円

前 年 度 繰 越 533,370	円 752,826	円
収 入 合 計 2,900,000 円 3,100,000 円

【支出の部】
科　　目 予 算 額 前年度予算額

選　手　補　助 850,000	円 800,000	円
表彰・記念品 380,000	円 350,000	円
慶　　弔　　費 250,000	円 250,000	円
通　　信　　費 250,000	円 250,000	円
会報（送料込） 870,000	円 850,000	円
払 込 料 金 50,000	円 40,000	円
雑 費 100,000	円 100,000	円
予 備 費 150,000	円 160,000	円
運営基金へ振替 0	円 300,000	円

支 出 合 計 2,900,000 円 3,100,000 円

Ⅱ　令和２年度事業計画・収支予算

■ 鹿児島国体懇親会について

■ 今後の競技会予定について
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＊＊＊  郵便局のほかコンビニでも振込が可能です  ＊＊＊
　会員の皆様には、日頃より多大なご支援をいただき、感謝申し上げます。
　また、すでに今年度の会費を納入いただいております皆様には重ねて御礼申し上げます。
　桜門陸友会は、皆様から納入いただいております会費にて、年間２回の会報発行、関東インカレ・日本インカレ・出雲駅伝・全
日本大学駅伝・箱根駅伝の５大会（出場した場合）の支援、定時総会や懇親会といった行事案内・運営活動をおこなっております。
　会費納入については、郵便局だけでなく、コンビニエンスストアからも納入ができるようになりました。コンビニエンスストア
からの納入に伴い同封しております払込票には卒業後５年未満の方には5,000円、５年以降の方には10,000円にて印字させていた
だいております。金額を変更して納入いただく場合には、お手数ですが、印字金額に二重線を引き、納入金額を訂正いただいた上
で郵便局にて手続きいただきますようお願い申し上げます。
　「できる限り現役学生に還元し陸上部のサポートができるように」との思いがございます。学生たちの力になれるように会員の皆
様のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

● 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。

口座番号：００２７０－４－７７９８７
加入者名：日本大学桜門陸友会

会費お振り込み先会費納入のお願い

上田　昌孝 50 靑葉　昌幸 20 稲垣　治之 20 星野　清興 20 山下　孔章 20 堀水　英寿 20 青沢　文雄 10 秋田　孝夫 10
浅井　　繁 10 淺野　光男 10 阿部　信博 10 新井　　誠 10 有賀　吉正 10 碇　　常三 10 石田　省二 10 石田　義久 10
市野　重幸 10 伊東　勝彦 10 今川　博喜 10 岩ケ谷一夫 10 上田　健一 10 上原　敏彦 10 宇佐美義高 10 宇都宮　敦 10
大渕　俊幸 10 大村　訓史 10 岡崎　正蔵 10 小黒　清貴 10 鬼山　高之 10 小日向朋之 10 加瀬　雅章 10 川﨑由美子 10
河津　光朗 10 北　　貞爾 10 木下　博正 10 金城　幸明 10 小出　敏之 10 小枝　典雄 10 小関久美子 10 後藤　　均 10
後藤田祥藏 10 小林　文夫 10 小森　照雄 10 小栁　高規 10 小山　裕三 10 斉藤　俊雄 10 佐藤清太郎 10 佐藤　弘次 10
佐野　嘉男 10 障子　　恵 10 白鳥　　諒 10 新榮　宏茂 10 鈴木　伸一 10 須藤　昭次 10 関根　　侑 10 瀬戸　功夫 10
高松　武法 10 瀧川　一輝 10 瀧脇　聰行 10 武内修一郎 10 武田　裕明 10 多田　文雄 10 田中　里枝 10 田中　　力 10
田村　　淳 10 鶴巻　　健 10 手塚　信男 10 内藤　紘次 10 永井　立子 10 長井　宏之 10 中島　　誠 10 西川　智巳 10
野口　政春 10 野村　朔生 10 伯耆田愼一 10 橋詰　茂夫 10 橋本　秀樹 10 馬場　　孝 10 林　　博志 10 比嘉　章治 10
平田　史樹 10 深沢　詠治 10 福地　身一 10 藤田　國夫 10 堀　　一章 10 本田　浩誠 10 前澤（北川）栄子 10 前田　繁俊 10
牧野　安孝 10 三浦　成雄 10 水田　信道 10 宮川　　雅 10 武藤　勝美 10 目附　直人 10 谷田部良子 10 梁川　昌三 10
山内　美奈 10 山下　雅也 10 山田　　宏 10 横山　弘子 10 誉田　　徹 10 和田　　實 10 和田　　怜 10 渡邊　裕司 10
安田　信昭 10 伊澤まき子 10 井上　　学 10 遠藤　尚孝 10 奥泉　　剛 10 岡田　有生 10 河出　千里 10 河添　義澄 10
笠原　誠則 10 岩本　照暢 10 吉田さつき 10 久保　一博 10 宮本　義文 10 牛玖　好文 10 橋本　盛廣 10 金久保達也 10
金子　初枝 10 香月　　清 10 高橋　直朗 10 高島　法子 10 佐久間佑典 10 佐々木正三 10 三木　満子 10 山里　　謙 10
山﨑　俊幸 10 室伏　重信 10 若林よし枝 10 秋本ヒロ子 10 小松　隆志 10 松川　行毎 10 松澤　　誠 10 新井　寛美 10
須藤亜由子 10 水島　達男 10 菅野　隆史 10 瀬谷長三郎 10 清水　俊一 10 西川　和夫 10 青木　正純 10 川越　健次 10
船津　孝一 10 村瀬　義隆 10 村瀬　明美 10 大場　文夫 10 大島　　治 10 谷川　義秀 10 中藤喜與志 10 長島　庫子 10
長島　敏市 10 奈良岡誠二 10 日比　勝俊 10 萩野　敏夫 10 柏木　直子 10 白石　富男 10 隼人　健児 10 飯田　恭平 10
平田　則子 10 北村　　清 10 堀口　雅晴 10 堀込　　隆 10 Patrick Mathen Wanbui 5 安部　宏駿 5 大塚　達也 5 岡田慶一朗 5
加藤　拓海 5 神澤　俊史 5 菅野　将矢 5 清村　恒大 5 ケンブリッジ飛鳥 5 佐藤　圭太 5 佐藤　玲偉 5 三瓶　真裕 5
島田　尚輝 5 祐川　元希 5 鈴木　利衣 5 名田　篤史 5 西原　圭太 5 樋浦　裕人 5 松原　拓矢 5 山田　陽平 5
若山　　純 5 安積　未起 5 井部　輝里 5 遠藤　嘉章 5 岸川　　勇 5 吉田　熙那 5 溝口　侑平 5 高橋　也才 5
佐藤　克海 5 佐藤　修平 5 三浦　　颯 5 三宅　將督 5 山川　夏輝 5 山木　伝説 5 小島　奨生 5 松岡龍之介 5
森　　　秀 5 川口　哲生 5 染谷　知威 5 大久保拓磨 5 大熊　雄太 5 大澄　敦也 5 鷹見　智成 5 瀧渕　貴弘 5
池内　翔太 5 潮崎　　傑 5 長谷　郁海 5 内村　優介 5 平尾　裕希 5 芳賀聡一郎 5 堀江　勇輝 5 野崎　　優 5
矢野　佑馬 5 鈴木　泰地 5 澤　　慎吾 5 﨑山　雄太 5 高知県支部 50 鎌尾　彰司 10 栗﨑　洋二 10 斉藤　明義 10
白川　良和 10

令和元年度桜門陸友会々費納入者 （単位：千円）敬称略

水田　信道 400 野村　朔生 100 上田　昌孝 50 堀　　一章 20 牧野　安孝 20 目附　直人 20 西川　和夫 12 石田　義久 10
岡崎　正蔵 10 小枝　典雄 10 後藤　　均 10 斉藤　明義 10 佐藤清太郎 10 瀧川　一輝 10 田中　　力 10 永井　立子 10
深沢　詠治 10 福地　身一 10 前澤　栄子 10 前田　繁俊 10 大村　訓史 5 山川　夏輝 5 佐藤　圭太 3

令和元年度 運営基金 （単位：千円）敬称略

上田　昌孝 100 谷田部良子 50 靑葉　昌幸 20 稲垣　治之 20 梁川　昌三 20 和田　　怜 10 秋本ヒロ子 10 有賀　吉正 10
碇　　常三 10 伊澤まき子 10 今川　博喜 10 宇佐美義高 10 岡崎　正蔵 10 河添　義澄 10 藏前　賢次 10 小池　三雄 10
後藤　　均 10 小林　文夫 10 小森　照雄 10 小栁　高規 10 佐藤清太郎 10 佐野　嘉男 10 白鳥　　諒 10 瀬戸　功夫 10
瀧脇　聰行 10 多田　文雄 10 永井　立子 10 長島　庫子 10 長島　敏市 10 西川　智巳 10 伯耆田愼一 10 橋詰　茂夫 10
比嘉　章治 10 堀　　一章 10 前田　繁俊 10 牧野　安孝 10 三浦　成雄 10 水田　信道 10 山田　　宏 10 伊東　勝彦 10
河出　千里 10 高橋　直朗 10 山下　孔章 10 瀬谷長三郎 10 西川　和夫 10 田中　里枝 10 淺野　光男 10 秋田　孝夫 10
新榮　宏茂 10 平田　則子 10 前田　繁俊 10 宮川喜代子 10 新榮　宏之 5 大澤　聖也 5 大塚　達也 5 大林　聖弥 5
落合　拓磨 5 金井　嵩幸 5 栗林　友哉 5 ケンブリッジ飛鳥 5 小林　慎弥 5 多家　真生 5 田中　　豪 5 田中友紀乃 5
寺田　昂大 5 徳間　俊介 5 羽實　壮里 5 平塚　玄空 5 松岡祐里恵 5 村上　大雅 5 山本　竜大 5 井口　大輔 5
黒田　佳祐 5 小山　華乃 5 小川　桂史 5 菅野　将矢 5 渡邉　楽久 5 平松パプデンバ 5 峯村　智志 5 矢野　佑馬 5
濱村　一輝 5 齋藤　春菜 5

令和２年度桜門陸友会々費納入者 （単位：千円）敬称略

稲垣　治之 20 和田　　怜 10

令和２年度 運営基金 （単位：千円）敬称略


