
宗像市春季卓球大会成績結果

(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成１８年５月２８日(日）午前９時～午後６時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 男女混合団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 41 チーム

182 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　　勝 はっぴぃすまいる 岩崎　慎一 上村　貴史 田野　義和 原　裕子 中田　順子

一 準　優　勝 ラリーメイトA 北原　龍一 牟田　利夫 大羽　さとみ 大森　祐子

部 ３　　　位 宗像卓愛A 鳥居　俊治 山本　武佳 才木　光代 宮﨑　愛恵

３　　　位 矢野クラブA 矢野　博志 森　雅史 若杉　峰子 矢野　美和

優　　　勝 卓E 矢野　隼人 白井　伸太郎 氏家　みよ 中村　真美代

二 準　優　勝 グレープフルーツA 福原　哲敏 津守　龍一 田中　和恵 中園　美詠子

部 ３　　　位 自由ヶ丘クラブＢ 村上　冬彦 百崎　雪雄 法村　峰子 石井　久子

３　　　位 宗像卓愛C 松田　通昭 江崎　清治 小田　美智子 衛藤　和美

優　　　勝 卓D 田中　佑典 近藤　一哉 福島　由衣 坂口　菜美

三 準　優　勝 矢野クラブB 大谷　善之 弓井　吉治 古川　敏弘 平畑　真沙美 平畑　桂子

部 ３　　　位 自由ヶ丘クラブＣ 吉原　賢二 原　広幸 西原　敦子 村田　美子

３　　　位 自由ヶ丘クラブＤ 田島　洋 山本　光雄 野見山　玲子 石橋　靖子



宗像市中学生卓球大会成績結果

(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成１８年６月１０日（土）　午前９時～午後６時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 中学生男女別団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加 ﾁｰﾑ 　 男子　３０チーム

女子　２１チーム　　　　　合計　５１チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 友泉中 松尾　駿兵 深川　俊志 原　一浩 西嶋　大貴 田中　大貴 澄川　諒太郎 南里　省吾 池田　雅一

準優勝 城山中Ａ 稲木　皇 小椎尾　健 山本　容平 出光　竜弘 占部　直樹 右山　敬人

３　位 津屋崎中Ａ 花田　考志 石井　祥平 中村　郁仁 上野　涼太 須川　遼太郎 濱　栄輝

３　位 自由ヶ丘中Ａ 森　亜月 藤吉　祐太朗 岡本　匡史 堀川　裕貴 中野　和広 山口　智也

２　　　　部

優　勝 城山中Ｂ 江頭　敏明 松岡　裕太郎 山下　悠 宮嶋　友章 梶原　圭太 竹林　大樹

準優勝 日の里中学校Ｂ 樋口　貴昭 寺原　宏樹 光安　貴裕 八谷　和寛 三好　宏明 村山　智彦

３　位 城山中Ｃ 星野　玄貴 田川　諒 石松　和樹 小川　憂貴 志賀　栄海 蒲原　裕也

３　位 城山中Ｄ 太田　潤 吉田　智哉 三谷　友紀 伊賀　雄作 丸山　慎太郎 秋武　将俊

女　子　の　部
順位 チーム名 選　　　　手　　　　名

１　　　　部

優　勝 福間中学校Ａ 岸田　紗矢香 平塚　由貴 宮﨑　鈴菜 増岡　綾美 宮﨑　愛恵 後藤　奈菜

準優勝 友泉中Ａ 三原　智子 静　里歩 菅　愛理 熊原　香織 安達　清美 末安　恵里 大竹　未緒 林　沙良

３　位 福教大附属中Ａ 桑野　友紀 永井　貴子 高松　麗香 児玉　恵子 永光　明日香 西村　梢

宮本　彩花 片岡　真理華 岡田 眞知 元村 麻希 池辺 夏樹 吉岡　侑希子 松崎　佑紀 川添 真実
鎌田　星菜

２　　　　部

優　勝 志免中 荒金　美沙 吉原　智子 川島　里佳 藤　佳菜子 橋本　美咲 山形　菜摘 野村　舞

準優勝 城山中Ａ 古里　怜子 川崎　彩 日下部　萌 出光　宮奈 村田　真希 陣内　美咲

３　位 中央中Ｂ 吉原　舞子 吉田　有紗 牧　友理 吉田　弥生 小方　衣蕗 添田　奈都子

３　位 城山中Ｂ 森田　沙矢香 本田　知佳 岩永　優希 福本　恵理 山原　翔奈恵 岩下　明歩

３　位 自由ヶ丘中Ａ



宗像市民地域交流卓球大会成績結果

(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主　　管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成１８年６月２５日(日）午前９時～午後４時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 Ａ・Ｂクラス別団体戦（予選リーグ・決勝トーナメント）

(6) 参加対象 宗像市自治公民館、同一公民館内に居住する人

(7) 参加人数 26 チーム

210 人

(8) 成　　績

順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

渡辺　哲雄 広重　勝典 森林　正昭 宮脇　一博 末次　直樹 益田　慧子

石井　久子 永冨　則子

岡本　亜紀子 松尾　信夫 張岳　乙一 前田　久美子 石飛　千鶴 大森　祐子

岡村　義夫

後藤　憲治 成松　斉 小椎尾　健 志賀　栄海 植木　理世 目原　瞳

望月　智子 漆谷

田島　洋 二宮　亮太 百崎　雪夫 百崎　小夜子 片山　芳子 西原　敦子

野見山　玲子

野村　昭二 野間　清 横瀬　盛隆 野間　邦子 新保　清子 徳丸　典子

徳丸　信子

樋口　利男 船津　康孝 本村　睦子 桐野　えり子 高瀬　清美 田中　靖代

山下　悠 寺田　邦広 品川　嵩翔

犬山　忠保 栗田　嘉広 中野　秀樹 内田　美代 阪元　清子 若槻　久美子

栗田　美津子 中野　久美子

小野　　　誠 章　　宏 高倉　庸輔 佐川　英明 家永　紘一郎 松永　竹美

大下　和子 久原　加代子 山口　房江 伊藤　由紀子

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準優勝

３　　位

３　　位

Ａ
　
ク
　
ラ
　
ス

Ｂ
　
ク
　
ラ
　
ス

城南ヶ丘

泉ヶ丘２丁目

赤間ヶ丘２区

稲元

城西ヶ丘A

赤間

大谷

自由ヶ丘第１（Ａ）



宗像市ラージボール卓球大会成績結果

（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 平成１８年７月９日（日）　午後１時～午後５時

（４）会　　場 宗像市民体育館（ＡＢ体育室）

（５）種　　目 男女別個人戦（各リーグ順位別決勝トーナメント）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 男子２４人

女子２６人 合計　５０人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝

一 準優勝

部 三　位

三　位

優　勝

二 準優勝

部 三　位

三　位

優　勝

三 準優勝

部 三　位

三　位

城西ヶ丘クラブ

わくわくクラブ

クレア

アクアクラブ

後藤　美智子

的場　園子

小島　和子

内田　博子

アクアクラブ

クレア

泉ヶ丘クラブ

泉ヶ丘クラブ

福間　和江

藤崎　美鶴

安部　敏子

向本　明子

矢野クラブ

個人参加

ラージメイト

自由ヶ丘クラブ

吉村　洋子

矢崎　奈美子

大森　祐子

百崎　小夜子

わくわくクラブ

わくわくクラブ

わくわくクラブ

玄海ＰＣ

新居田　孝

天野　英敏

中野　和人

中野　昌裕

玄海ＰＣ

的場会

自由ヶ丘クラブ

宗像卓愛

川畑　孝雄

野中　義晴

米田　善信

山本　武佳

ラージメイト

エルム

エルム

矢野クラブ

牟田　利夫

三浦　理図務

幸村　雄二

矢野　博志



（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 平成１８年８月６日（日）　午前９時～午後６時

（４）会　　場 宗像ユリックス（イベントホール）

（５）種　　目 男女別個人戦（各リーグ順位別決勝トーナメント）

　　　　　　（シニアの部：リーグ戦）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 男子１８３人（うち中学生７９人）

女子１３２人（うち中学生７６人） 合計 ３１５人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 井野　泰弘 岡垣ウェーブ 宮﨑　寿美恵 宗像卓愛

一 準優勝 中野　幸二 岡垣ウェーブ 宮﨑　志織 宗像卓愛

部 三　位 市岡　大吾 VEDA 宮﨑　愛恵 宗像卓愛

三　位 田野　義和 はっぴぃすまいる 大羽　さとみ 青葉台クラブ

優　勝 池田　文彦 グレープフルーツ 岡　ゆかり グレープフルーツ

二 準優勝 山下　優介 卓クラブ 田中　いずみ マーブル

部 三　位 津守　龍一 グレープフルーツ 中村　綾花 中央中学校

三　位 前田　将明 卓クラブ 向本　明子 泉ケ丘クラブ

優　勝 前田　大樹 卓クラブ 吉開　タミ子 宗像タートルズ

三 準優勝 占部　直樹 城山中学校 草野　鼓 附属福岡中

部 三　位 藤瀬　惇 中央中学校 吉田　弥生 中央中学校

三　位 中生　学 宗像卓愛 原田　奈穂子 福間中学校

宗像市夏季卓球大会成績結果



宗像市近隣市町村交流卓球大会成績結果

(1) 主　　管 宗像市卓球協会

(2) 後    援 宗像市教育委員会

(3) 日　　時 平成１８年９月３日（日）午前９時～午後５時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室及びA、B体育室）

(5) 種　　目 男　女　団体戦　（A・B・Ｃクラス）

(6) 参加対象 宗像市及び近隣市町村

(7) 参加人数 男子団体戦 46チーム

女子団体戦 48チーム 計 94チーム

(8) 成　　績

男　子　の　部
順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 香椎卓球クラブＡ 弦本　考史 鳥居　俊治 平田　靖仁 河口　敏也

ク 準優勝 ひかりヶ丘 森永　正幸 相川　誠司 広重　勝則 桑野　敏由

ラ ３　　位 太宰府卓球同好会Ａ 江崎　敏満 多田　公紀 山崎　卓也 向野　雅廣

ス ３　　位 福間クラブ 宮﨑　隆宏 米倉　直敏 難波　和伸 添田　大策

Ｂ 優　　勝 的場会 林　伸久 森田　裕之 大田　勉 中村　誠

ク 準優勝 こぞのえ卓球 森　太志 伊藤　心一 浜口　航平 笹田　広行

ラ ３　　位 太宰府卓球同好会Ｂ 冨久　惇生 緒方　拓也 櫻井　陽平 石橋　学知

ス ３　　位 Ａ．Ｋ（Ａ） 安川　秀幸 坂田　有司 露口　和明 吉川　利幸

Ｃ 優　　勝 芦屋卓球 松井　猛康 佐藤　秀雄 京　忠義 中村　靖郎

ク 準優勝 福岡教育大学Ａ 松永　悠平 藤原　敏誉 津留　信哉 高須　広喜 野口　大雅

ラ ３　　位 福間クラブＡ 上原　忠 小林　晃利 占部　文章 江崎　清治

ス ３　　位 クラブネット 浦　知明 木下　裕太 井元　洋平 長嶋　義之

女　子　の　部
順　　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

Ａ 優　　勝 福間クラブ 才木　光代 米倉　千景 宮﨑　綾子 宮﨑　鈴菜 宮﨑　愛恵

ク 準優勝 香椎卓球クラブB 石井　直生 吉村　洋子 神田　明奈 岩崎　尚美

ラ ３　　位 香椎卓球クラブA 若杉　峰子 矢野　美和 藤田　ちひろ 平畑　桂子

ス ３　　位 こぞのえ卓球 寺敷　裕子 佐藤　陽子 小鉢　友理恵 小鉢　明日香

Ｂ 優　　勝 卓クラブ 池浦　美佐 安部　八重子 原口　まゆみ 岩下　愛

ク 準優勝 博多ＳＣクラブ 野島　美智子 吉次　時子 内山　淑子 岩井　和子

ラ ３　　位 福間クラブ 長本　瑞枝 小田　美智子 大森　裕子 恵谷　晴江

ス ３　　位 太宰府卓球同好会 神田　磨帆 古川　まり 大田　麻衣子 大野　祐子

Ｃ 優　　勝 的場会 林　光子 加来　恭子 渡辺　里美 藤田　玲子

ク 準優勝 新宮 松﨑　英里 菊地　安奈 寺島　亜由美 中村　瑞穂

ラ ３　　位 古賀卓愛イ 岡　世津子 長崎　直美 北川　径子 吉田　鈴香

ス ３　　位 芦屋卓球A 江口　美智子 麻生　文江 中津　信子 白石　春美



(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主    管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成１８年１１月１２日（日）　午前９時～午後４時

(4) 会　　場 宗像ユリックス（イベントホール）

(5) 種　　目 ミックスダブルス団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 26ﾁｰﾑ 163人

(8) 成　　績

順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

斉藤　哲也 福間　一 作本　賢治 豊福　京子 石橋　みどり 岡本　亜紀子

一 矢野　博志 大谷　善之 森　雅史 矢野　美和 平畑　桂子 吉村　洋子

部 中村　一也 田野　義和 中田　順子 原　裕子 貝島　一徳 沖村　賀津枝

森永　正幸 相川　誠司 草場　登美男 仲田　安恵 渕上　和子 石井　久子

吉原　賢二 百崎　雪夫 二宮　亮太 河波　由美子 法村　峰子 百崎　小夜子

二 脇坂　昭生 渡辺　洋介 田中　慎也 山川　京子 中村　典子 高山　美保

野田　京子

部 立石　義仁 重松　真三起 木下　裕太 前田　久美子 杉田　真美 新保　清子

権田　満理子

山本　光雄 米田　善信 川手　保夫 野見山　玲子 片山　芳子 西原　敦子

原口　宣明 川畑　孝雄 本田　逸夫 安部　春美 中野　久美子 安部　八重子

三 寺田　邦広 船津　康孝 安江　直生 田中　靖代 赤尾　真弓 向本　明子

部 江崎　幹夫 井上　勝重 植松　栄 吉開　タミ子 中山　富美子 植津　紀代子

本蔵　祐作 本郷　雅彦 三谷　研介 築地　恭子 熊谷　亜依 中村　法子

自由ヶ丘クラブＢ

ラリーメイトＢ

卓竜会

自由ヶ丘クラブＡ

ひかりヶ丘

はっぴぃすまいる

矢野クラブ

赤間

準 優 勝

３　　位

３　　位

優　　勝

準 優 勝

３　　位

３　　位

宗像市秋季卓球大会成績結果

３　　位 宗像タートルズＡ

３　　位 福岡教育大学Ｃ

優　　勝 樟クラブＡ

準 優 勝 泉ヶ丘卓球クラブＢ

優　　勝



（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 平成１８年１２月１７日（日）　午前９時～午後６時

（４）会　　場 宗像市民体育館（大体育室、Ａ体育室）

（５）種　　目 男女別個人戦（各リーグ順位別決勝トーナメント）

　　　　　　（シニアの部：リーグ戦）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 一般男子　１７４人（うち中学生１１０人）

一般女子　１１１人（うち中学生７５人）

シニア男子　２８人

シニア女子　１６人 合計　３２９人

（８）成　　績

順　　位 男　　子　　の　　部 女　　子　　の　　部

優　勝 藤井　裕輝 卓クラブ 大羽　さとみ 青葉台クラブ

一 準優勝 井野　泰弘 岡垣ウェーブ 崎浜　しのぶ 岡垣ウェーブ

部 三　位 斎藤　哲也 ＶＥＤＡ 植木　理世 卓クラブ

三　位 東　正人 ＶＥＤＡ 長田　愛蘭 秋山卓球

優　勝 福留　康介 宗像高校 古川　明香 古賀北中学校

二 準優勝 蒲原　達也 宗像高校 岡　ゆかり グレープフルーツ

部 三　位 上野　祐志 宗像卓愛 桐野　えり子 泉ケ丘卓球クラブ

三　位 服部　泰伸 河東中学校 尾形　菜々子 津屋崎中学校

優　勝 須川　遼太郎 津屋崎中学校 松岡　ゆか ＶＥＤＡ

三 準優勝 日浅　雄大 福岡教育大学 利光　真歩 福教大附属福岡中

部 三　位 上月　誠也 河東中学校 中園　千秋 福間中学校

三　位 樋口　貴昭 日の里中学校 大塚ちひろ 福間中学校

優　勝 百崎　雪夫 自由ヶ丘クラブ 日高　芙美子 永犬丸クラブ

準優勝 日高　興信 永犬丸クラブ 林　光子 的場会

三　位 松本　秋義 城西ヶ丘クラブ 向本　明子 泉ケ丘卓球クラブ

優　勝 後藤　憲治 卓クラブ 白水　ケイ子 樟クラブ

準優勝 野中　義晴 的場会 吉開　タミ子 宗像タートルズ

三　位 古城　正直 永犬丸クラブ 井上　洋子 樟クラブ

優　勝 東　信一 永犬丸クラブ

準優勝 山本　光雄 自由ヶ丘クラブ

三　位 小野　誠 卓クラブ

優　勝 渡辺　哲雄 城西ヶ丘クラブ

準優勝 占部　博文 宗像卓愛

三　位 村上　冬彦 自由ヶ丘クラブ

シ
ニ
ア
Ｄ

シ
ニ
ア
Ａ
シ
ニ
ア
Ｂ

宗像市長杯親善卓球大会成績結果

シ
ニ
ア
Ｃ



宗像市新春卓球大会成績結果

(1) 主　　催 宗像市体育協会

(2) 主    管 宗像市卓球協会

(3) 日　　時 平成１９年２月１８日（日）　午前９時～午後５時

(4) 会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

(5) 種　　目 男女別団体戦

(6) 参加対象 会員登録者

(7) 参加人数 男子団体戦 47ﾁｰﾑ 207人

　　一般会員 31ﾁｰﾑ 130人

　　中学会員 16ﾁｰﾑ 77人

女子団体戦 27ﾁｰﾑ 123人

　　一般会員 21ﾁｰﾑ 89人

　　中学会員 6ﾁｰﾑ 34人

合　　　計 74ﾁｰﾑ 330人

(8) 成　　績

男　子　の　部
順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 矢野クラブＡ 松永　俊彦 鳥居　俊治 森　雅史 宮田　祐孝

一 準 優 勝 ＶＥＤＡ 斎藤　哲也 山本　友治 作本　賢治 広岡　幸司

部 ３　　位 宗像卓愛A 山本　武佳 宮崎　隆宏 上原　忠 上野　祐志

３　　位 岡垣ウェーブ 中野　幸二 近藤　昌宏 石田　高広 福山　真路

優　　勝 永卓会 枌　峯晴 新宅　義憲 藤尾　淳一 石打　秀靖

二 準 優 勝 自由ヶ丘A 山本　光雄 百崎　雪夫 原　広幸 二宮　亮太

部 ３　　位 宗像卓愛C 占部　博文 江崎　清治 髙田　明昌 清水　保雄

３　　位 城西ケ丘 松浦　喜美男 松本　秋義 佐藤　達彦 末次　直樹 渡辺　哲雄

優　　勝 永犬丸クラブ 日高　興信 東　信一 藤原 毛利　司

三 準 優 勝 城山中学校Ｂ 星野　玄貴 石松　和樹 田川　諒 丸山　慎太郎

部 ３　　位 河東中学校Ａ 奥村　潤 服部　泰伸 泉　幸作 上崎　啓慈 野口　朔

３　　位 樟クラブ 原口　宣昭 松尾　隆雄 本田　逸夫 木村　隆史

女　子　の　部
順　　位 チーム名 選　　　　　手　　　　　名

優　　勝 宗像卓愛 宮崎　綾子 宮崎　寿美江 宮崎　愛恵 才木　光代 占部　啓子

一 準 優 勝 ラリーメイト 杉田　真美 権田　満理子 大羽　さとみ 大森　祐子 前田　久美子

部 ３　　位 矢野クラブ 矢野　美和 平畑　桂子 三浦　綾 藤田　ちひろ 藤野　優美

３　　位 岡垣ウェーブ 赤星　沙代子 田原　美和 丸茂　直美 植木　理世

優　　勝 卓クラブＢ 合島　怜央奈 寺島　裕子 坂口　菜美 阿部　志保

二 準 優 勝 泉ケ丘クラブ 安部　敏子 桐野　えり子 赤尾　真弓 向本　明子

部 ３　　位 福岡教育大学 安岐　真奈美 熊谷　亜衣 築地　恭子 坂口　友里 新田　綾子

３　　位 志免中コーチ 洞ノ上　尚美 恒松　幸子 安丸　みどり 木下　トヨ子

優　　勝 城西ケ丘 益田　慧子 広瀬　智恵子 後藤　美智子 徳丸　信子 徳丸　典子

三 準 優 勝 わくわくクラブ 是則　喜代子 田中　靖代 的場　園子 大庭　啓子

部 ３　　位 ハピネス 小河　信子 上元　久子 水田　葉子 中田　悠子

３　　位 自由ヶ丘中学校Ａ 沖　みほ 鎌田　星菜 手嶋　淑絵 本郷　千紘 岡田　彩 古宮　美紗子



宗像市ダブルス親善卓球大会成績結果

（１）主　　催 宗像市体育協会

（２）主　　管 宗像市卓球協会

（３）日　　時 平成１９年３月１１日（日）　午前９時～午後５時

（４）会　　場 宗像市民体育館（大体育室）

（５）種　　目 男女別・混合ダブルス戦（各ﾘｰｸﾞ順位別決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄ）

（６）参加対象 会員登録者

（７）参加人数 男子　　　５７組（１１４人）

女子　　　６０組（１２０人）

ミックス　７３組（１４６人）　

（８）成　　績

順　　位 男子ダブルス 女子ダブルス 混合ダブルス

優　勝 永石　学・大羽　さとみ

一 準優勝 斎藤　哲也・岡本　亜紀子

部 三　位 森　雅史・吉村　洋子

三　位 酒井　一洋・大森　祐子

優　勝

二 準優勝

部 三　位

三　位

優　勝

三 準優勝

部 三　位

三　位

田中　いずみ・猪立山　千代子

中島　道子・村田　美子

岩下　愛・福島　由衣

今西　ひろ子・島　才子

出島　保子・石井　久子

宗像　はる・武田　侑子

野見山　玲子・河波　由美子

水田　葉子・中田　悠子

永石　悦子・大羽　さとみ

吉村　洋子・藤田　ちひろ

才木　光代・白川　多恵子

豊福　京子・岡本　亜紀子

吉原　賢二・米田　善信

服部　泰伸・後藤　樹二

日浅　雄大・本郷　雅彦

酒井　洋毅・佐藤　裕次

二宮　亮太・大脇　進

渡辺　哲雄・奥村　潤

増田　伸治・森　幹男

岡田　雅明・岡村　義夫

鳥居　俊治・河口　敏也

森　雅史・大谷　善之

山口　政文・酒井　一洋

永石　学・重松　真三起


