
女子 ５００ｍ記録表

組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

1

202 古屋野　順友 コヤノ　ジュンユウ D 軽井沢スケート連盟 45.820

201 若月　朋子 ワカヅキ　トモコ C 大富士SSC 47.800 CR

IN

OUT

[33.63]45.8212.19 [12.19]

45.82

[35.31]47.8012.49 [12.49]

47.80

1/1 ページ記録表　　女子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



.1 女子 ５００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

C

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 201 若月　朋子 ワカヅキ　トモコ 大富士SSC 47.800 CRo 47.80

D

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 202 古屋野　順友 コヤノ　ジュンユウ 軽井沢スケート連盟 45.820i 45.82

1/1 ページ順位表　　女子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



男子 ５００ｍ記録表

組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

1

105 林　貴彦 ハヤシ　タカヒコ C 市川市スケート連盟 59.650IN

OUT

[44.16]59.6515.49 [15.49]

59.65

2

123 丸茂　伊一 マルモ　イイチ J 茅野市 #######

116 上杉　恵一 ウエスギ　ケイイ F 塩尻体協 79.160

IN

OUT

######2:41.6534.65 [34.65]

2:41.65

[59.41]1:19.1619.75 [19.75]

1:19.16

3

121 須澤　英雄 スザワ　ヒデオ G 塩尻体協 64.880

113 川野　孝太郎 カワノ　コウタロウ D 三和SSC 61.210

IN

OUT

[47.88]1:04.8817.00 [17.00]

1:04.88

[45.49]1:01.2115.72 [15.72]

1:01.21

4

102 大島　豊 オオシマ　ユタカ A 滋賀スピード 60.960 MT 

109 齋藤　徹 サイトウ　トオル D 宮城県スケート連盟 57.700 MT 

IN

OUT

[60.96]1:00.96[0.00]

1:00.96

[57.70]57.70[0.00]

57.70

5

122 酒井　誠 サカイ　マコト G 名古屋SSC 55.400

120 関　和雄 セキ　カズオ G さいたま市スケート連 57.530

IN

OUT

[41.38]55.4014.02 [14.02]

55.40

[42.65]57.5314.88 [14.88]

57.53

6

108 村山　育朗 ムラヤマ　イクロウ D 松本市スケート協会 56.390

101 大塚　拓海 オオツカ　タクミ A 三和SSC 59.550

IN

OUT

[41.51]56.3914.88 [14.88]

56.39

[44.78]59.5514.77 [14.77]

59.55

7

119 下山　保 シモヤマ　タモツ F 真駒内SC 51.830

110 村山　強 ムラヤマ　ツヨシ D 塩尻体協スケート部 50.330

IN

OUT

[38.40]51.8313.43 [13.43]

51.83

[36.90]50.3313.43 [13.43]

50.33

8

107 竹内　孝行 タケウチ　タカユキ D 大宮SSC 48.310

115 池田　茂 イケダ　シゲル E 千葉市スケート協会 54.020

IN

OUT

[35.44]48.3112.87 [12.87]

48.31

[40.30]54.0213.72 [13.72]

54.02

9

104 富岡　秀元 トミオカ　ヒデユキ C 八戸スケート協会 51.460

114 宮阪　直央 ミヤサカ　ナオヒロ D 諏訪市 49.930

IN

OUT

[38.41]51.4613.05 [13.05]

51.46

[37.15]49.9312.78 [12.78]

49.93

10

111 武藤　浩範 ムトウ　ヒロノリ D 多治見スケート協会 46.690

118 川島　栄喜 カワシマ　エイキ F 太田クラブ 48.110 CR

IN

OUT

[34.06]46.6912.63 [12.63]

46.69

[35.39]48.1112.72 [12.72]

48.11

1/2 ページ記録表　　男子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



男子 ５００ｍ記録表

組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

11

106 高山　誠 タカヤマ　セイ D 京都SSC 45.930

103 下山　悟 シモヤマ　サトル B 真駒内SC 63.900

IN

OUT

[33.94]45.9311.99 [11.99]

45.93

[47.02]1:03.9016.88 [16.88]

1:03.90

12

112 寺田　武彦 テラダ　タケヒコ D 大阪SSC DNS 

117 細田　俊彰 ホソダ　トシアキ F さいたま市スケート連 WDR 

IN

OUT

[0.00]

[0.00]

2/2 ページ記録表　　男子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



.2 男子 ５００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

A

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 101 大塚　拓海 オオツカ　タクミ 三和SSC 59.550o 59.55

2 102 大島　豊 オオシマ　ユタカ 滋賀スピード 60.960 MT i 1:00.96

B

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 103 下山　悟 シモヤマ　サトル 真駒内SC 63.900o 1:03.90

C

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 104 富岡　秀元 トミオカ　ヒデユキ 八戸スケート協会 51.460i 51.46

2 105 林　貴彦 ハヤシ　タカヒコ 市川市スケート連盟 59.650i 59.65

D

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 106 高山　誠 タカヤマ　セイ 京都SSC 45.930i 45.93

2 111 武藤　浩範 ムトウ　ヒロノリ 多治見スケート協会 46.690i 46.69

3 107 竹内　孝行 タケウチ　タカユキ 大宮SSC 48.310i 48.31

4 114 宮阪　直央 ミヤサカ　ナオヒロ 諏訪市 49.930o 49.93

5 110 村山　強 ムラヤマ　ツヨシ 塩尻体協スケート部 50.330o 50.33

6 108 村山　育朗 ムラヤマ　イクロウ 松本市スケート協会 56.390i 56.39

7 109 齋藤　徹 サイトウ　トオル 宮城県スケート連盟 57.700 MT o 57.70

8 113 川野　孝太郎 カワノ　コウタロウ 三和SSC 61.210o 1:01.21

112 寺田　武彦 テラダ　タケヒコ 大阪SSC DNS i

E

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 115 池田　茂 イケダ　シゲル 千葉市スケート協会 54.020o 54.02

F

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 118 川島　栄喜 カワシマ　エイキ 太田クラブ 48.110 CRo 48.11

2 119 下山　保 シモヤマ　タモツ 真駒内SC 51.830i 51.83

3 116 上杉　恵一 ウエスギ　ケイイチ 塩尻体協 79.160o 1:19.16

117 細田　俊彰 ホソダ　トシアキ さいたま市スケート連 WDR o

1/2 ページ順位表　　男子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



.2 男子 ５００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

G

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 122 酒井　誠 サカイ　マコト 名古屋SSC 55.400i 55.40

2 120 関　和雄 セキ　カズオ さいたま市スケート連 57.530o 57.53

3 121 須澤　英雄 スザワ　ヒデオ 塩尻体協 64.880i 1:04.88

J

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 123 丸茂　伊一 マルモ　イイチ 茅野市 161.650i 2:41.65

2/2 ページ順位表　　男子 ５００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎



組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考

女子 １０００ｍ記録表

シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

1

202 古屋野　順友 コヤノ　ジュンユウ D 軽井沢スケート連盟 47.455

201 若月　朋子 ワカヅキ　トモコ C 大富士SSC 53.085 CR

IN

OUT

[35.42]56.8721.45 [21.45]

1:34.91

[38.43]1:00.7522.32 [22.32]

1:46.17

[38.04]1:34.91

[45.42]1:46.17

1/1 ページ記録表　　女子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



.3 女子 １０００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

C

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 201 若月　朋子 ワカヅキ　トモコ 大富士SSC 53.085 CRo 1:46.17

D

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 202 古屋野　順友 コヤノ　ジュンユウ 軽井沢スケート連盟 47.455i 1:34.91

1/1 ページ順位表　　女子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考

男子 １０００ｍ記録表

シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

1

105 林　貴彦 ハヤシ　タカヒコ C 市川市スケート連盟 63.705IN

OUT

[47.08]1:15.4828.40 [28.40]

2:07.41

[51.93]2:07.41

2

123 丸茂　伊一 マルモ　イイチ J 茅野市 185.645

116 上杉　恵一 ウエスギ　ケイイチ F 塩尻体協 87.675

IN

OUT

######3:15.831:07.46 [67.46]

6:11.29

[67.18]1:47.7740.59 [40.59]

2:55.35

######6:11.29

[67.58]2:55.35

3

121 須澤　英雄 スザワ　ヒデオ G 塩尻体協 69.355

102 大島　豊 オオシマ　ユタカ A 滋賀スピード 72.375

IN

OUT

[49.20]1:19.2230.02 [30.02]

2:18.71

[50.83]1:18.0427.21 [27.21]

2:24.75

[59.49]2:18.71

[66.71]2:24.75

4

109 齋藤　徹 サイトウ　トオル D 宮城県スケート連盟 63.970

113 川野　孝太郎 カワノ　コウタロウ D 三和SSC 62.130

IN

OUT

[47.74]1:14.9027.16 [27.16]

2:07.94

[45.68]1:13.7128.03 [28.03]

2:04.26

[53.04]2:07.94

[50.55]2:04.26

5

108 村山　育朗 ムラヤマ　イクロウ D 松本市スケート協会 58.420

103 下山　悟 シモヤマ　サトル B 真駒内SC 51.760

IN

OUT

[43.49]1:09.6726.18 [26.18]

1:56.84

[38.33]1:01.9523.62 [23.62]

1:43.52

[47.17]1:56.84

[41.57]1:43.52

6

115 池田　茂 イケダ　シゲル E 千葉市スケート協会 63.220

101 大塚　拓海 オオツカ　タクミ A 三和SSC 65.995

IN

OUT

[44.75]1:09.9625.21 [25.21]

2:06.44

[49.62]1:17.8528.23 [28.23]

2:11.99

[56.48]2:06.44

[54.14]2:11.99

7

120 関　和雄 セキ　カズオ G さいたま市スケート連 DNS 

122 酒井　誠 サカイ　マコト G 名古屋SSC 58.205

IN

OUT

[0.00]

[42.46]1:10.7928.33 [28.33]

1:56.41

[45.62]1:56.41

8

114 宮阪　直央 ミヤサカ　ナオヒロ D 諏訪市 55.760

110 村山　強 ムラヤマ　ツヨシ D 塩尻体協スケート部 53.665

IN

OUT

[40.14]1:03.3223.18 [23.18]

1:51.52

[38.78]1:02.9224.14 [24.14]

1:47.33

[48.20]1:51.52

[44.41]1:47.33

9

119 下山　保 シモヤマ　タモツ F 真駒内SC 53.085 CR

104 富岡　秀元 トミオカ　ヒデユキ C 八戸スケート協会 54.670

IN

OUT

[40.28]1:05.1924.91 [24.91]

1:46.17

[41.55]1:05.9224.37 [24.37]

1:49.34

[40.98]1:46.17

[43.42]1:49.34

10

107 竹内　孝行 タケウチ　タカユキ D 大宮SSC 51.455

118 川島　栄喜 カワシマ　エイキ F 太田クラブ 51.635 CR

IN

OUT

[37.17]1:00.2023.03 [23.03]

1:42.91

[36.45]59.9423.49 [23.49]

1:43.27

[42.71]1:42.91

[43.33]1:43.27

1/2 ページ記録表　　男子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



組 レーン stn 氏　　名 クラス 所　　属 記録 得点 備考

男子 １０００ｍ記録表

シ　メ　イ

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

11

106 高山　誠 タカヤマ　セイ D 京都SSC 48.615

111 武藤　浩範 ムトウ　ヒロノリ D 多治見スケート協会 49.280

IN

OUT

[36.46]57.4420.98 [20.98]

1:37.23

[36.07]58.0021.93 [21.93]

1:38.56

[39.79]1:37.23

[40.56]1:38.56

12

112 寺田　武彦 テラダ　タケヒコ D 大阪SSC DNS 

117 細田　俊彰 ホソダ　トシアキ F さいたま市スケート連 WDR 

IN

OUT

[0.00]

[0.00]

2/2 ページ記録表　　男子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



.4 男子 １０００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

A

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 101 大塚　拓海 オオツカ　タクミ 三和SSC 65.995o 2:11.99

2 102 大島　豊 オオシマ　ユタカ 滋賀スピード 72.375o 2:24.75

B

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 103 下山　悟 シモヤマ　サトル 真駒内SC 51.760o 1:43.52

C

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 104 富岡　秀元 トミオカ　ヒデユキ 八戸スケート協会 54.670o 1:49.34

2 105 林　貴彦 ハヤシ　タカヒコ 市川市スケート連盟 63.705i 2:07.41

D

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 106 高山　誠 タカヤマ　セイ 京都SSC 48.615i 1:37.23

2 111 武藤　浩範 ムトウ　ヒロノリ 多治見スケート協会 49.280o 1:38.56

3 107 竹内　孝行 タケウチ　タカユキ 大宮SSC 51.455i 1:42.91

4 110 村山　強 ムラヤマ　ツヨシ 塩尻体協スケート部 53.665o 1:47.33

5 114 宮阪　直央 ミヤサカ　ナオヒロ 諏訪市 55.760i 1:51.52

6 108 村山　育朗 ムラヤマ　イクロウ 松本市スケート協会 58.420i 1:56.84

7 113 川野　孝太郎 カワノ　コウタロウ 三和SSC 62.130o 2:04.26

8 109 齋藤　徹 サイトウ　トオル 宮城県スケート連盟 63.970i 2:07.94

112 寺田　武彦 テラダ　タケヒコ 大阪SSC DNS i

E

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 115 池田　茂 イケダ　シゲル 千葉市スケート協会 63.220i 2:06.44

F

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 118 川島　栄喜 カワシマ　エイキ 太田クラブ 51.635 CRo 1:43.27

2 119 下山　保 シモヤマ　タモツ 真駒内SC 53.085 CRi 1:46.17

3 116 上杉　恵一 ウエスギ　ケイイチ 塩尻体協 87.675o 2:55.35

117 細田　俊彰 ホソダ　トシアキ さいたま市スケート連 WDR o

1/2 ページ順位表　　男子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



.4 男子 １０００ｍ順位表

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

G

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 122 酒井　誠 サカイ　マコト 名古屋SSC 58.205o 1:56.41

2 121 須澤　英雄 スザワ　ヒデオ 塩尻体協 69.355i 2:18.71

120 関　和雄 セキ　カズオ さいたま市スケート連 DNS i

J

順位 レーン stn 氏　　名 シ　メ　イ

クラス

所　　属 記録 得点 備　　考

1 123 丸茂　伊一 マルモ　イイチ 茅野市 185.645i 6:11.29

2/2 ページ順位表　　男子 １０００ｍ

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 篠原 茂晴



総合結果 女子 種目総合2

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

C

1 201 若月　朋子 大富士SSC 47.800 ( 2) CR100.885 53.085 ( 2)

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

D

1 202 古屋野　順友 軽井沢スケート連盟 45.820 ( 1)93.275 47.455 ( 1)

1/1 ページ総合結果　　

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎 篠原 茂晴



総合結果 男子 種目総合2

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

A

1 101 大塚　拓海 三和SSC 59.550 (14)125.545 65.995 (16)

2 102 大島　豊 滋賀スピード 60.960 (16)133.335 72.375 (18)

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

B

1 103 下山　悟 真駒内SC 63.900 (18)115.660 51.760 ( 5)

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

C

1 104 富岡　秀元 八戸スケート協会 51.460 ( 7)106.130 54.670 ( 8)

2 105 林　貴彦 市川市スケート連盟 59.650 (15)123.355 63.705 (14)

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

D

1 106 高山　誠 京都SSC 45.930 ( 1)94.545 48.615 ( 1)

2 111 武藤　浩範 多治見スケート協会 46.690 ( 2)95.970 49.280 ( 2)

3 107 竹内　孝行 大宮SSC 48.310 ( 4)99.765 51.455 ( 3)

4 110 村山　強 塩尻体協スケート部 50.330 ( 6)103.995 53.665 ( 7)

5 114 宮阪　直央 諏訪市 49.930 ( 5)105.690 55.760 ( 9)

6 108 村山　育朗 松本市スケート協会 56.390 (11)114.810 58.420 (11)

7 109 齋藤　徹 宮城県スケート連盟 57.700 (13)121.670 63.970 (15)

8 113 川野　孝太郎 三和SSC 61.210 (17)123.340 62.130 (12)

112 寺田　武彦 大阪SSC 棄権

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

E

1 115 池田　茂 千葉市スケート協会 54.020 ( 9)117.240 63.220 (13)

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

F

1 118 川島　栄喜 太田クラブ 48.110 ( 3) CR99.745 51.635 ( 4)

2 119 下山　保 真駒内SC 51.830 ( 8) CR104.915 53.085 ( 6)

3 116 上杉　恵一 塩尻体協 79.160 (20)166.835 87.675 (19)

117 細田　俊彰 さいたま市スケート連盟 棄権

1/2 ページ総合結果　　

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎 篠原 茂晴



総合結果 男子 種目総合2

第6回日本マスターズスプリントスピードスケート競技会
2023年1月29日

NAO ice OVAL（茅野市運動公園国際スケートセンター）

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

G

1 122 酒井　誠 名古屋SSC 55.400 (10) CR113.605 58.205 (10)

2 121 須澤　英雄 塩尻体協 64.880 (19)134.235 69.355 (17)

120 関　和雄 さいたま市スケート連盟 57.530 (12) 1000m棄権

順位 stn 氏　　名

クラス

所　　属 得点 備考500m 1000m

J

1 123 丸茂　伊一 茅野市 161.650 (21)347.295 185.645 (20)

2/2 ページ総合結果　　

レフェリー： 五味 久喜 C.タイムキーパー： 伊藤 文彦 記録員長： 伊藤 洋雄 スターター： 長田 徳郎 篠原 茂晴
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