
令和 4 年３月吉日 
書面による総会代替開催 

本部事務局作成  

 

岐阜県立多治見北高等学校同窓会 令和３年度総会 

１．会⾧挨拶   伊藤恒一（12 回生） 

新型コロナウイルスの感染拡大第６波が顕著になった１月、今年度の総会も書面開催にせざるを得ないと

決断しました。ワクチン接種により通常を取り戻せる期待感をもって、今年度は新型コロナへの対応と通常の事

業展開の両立を目指して、昨年 12 月には東日本大震災復興支援ツアーを題材としたリモート座談会を開催

し、その様子を記事にした会報「北辰」の発行事業を実施することができました。 

令和４年度も通常の同窓会活動を取り戻す期待感をもって、コロナ過前と同様の事業計画と予算計上しま

す。学年幹事の皆様、令和３年度決算と令和４年度の事業計画と予算を書面によりご承認よろしくお願いし

ます。 

２．学校⾧挨拶及び学校報告 小栗英幸（20 回生） 

新型コロナの感染状況は、昨年秋以降の一時期、明るい兆しが見えた気がしていたのですが、冬からは一転

してオミクロン株による猛威にさらされています。同窓会総会が、こうしてまたも書面での開催となってしまったことは

大変残念なのですが、現在の状況からすれば致し方ないことだと思います。 

学校の様子を一部ではありますが、ご紹介します。 

昨年度に引き続き、コロナ禍で活動に制限をかけられ我慢を強いられた生活が続きました。残念ながら、春季

球技大会や体育祭とともに準備を進めていた北辰祭すら、緊急事態宣言が発令され 9 月中の対面授業が叶

わず中止しました。しかし、感染状況が比較的落ち着いたわずかな時期に実施できた６月末の３年生修学旅

行、１、２年生校外研修、10 月下旬の学年別球技大会、そして 12 月の 2 年生修学旅行といった行事で

は、多くの仲間と語らい協力する姿が見られ、はじけんばかりの笑顔と幸せな様子に行事の大切さを実感しました。 

そして「Takita CCP（COVID-19 Counterplan）」の取組みを進めてくれたことが、何よりも大きな報告で

す。これは 6 月に前期生徒会執行部が立ち上げた新型コロナ感染拡大防止対策で、教師主導ではなく生徒

自らの意志で始めた活動です。具体的には、①「掲示による対策の啓発」として教室や廊下、トイレや更衣室な

どに“対策強化はじめました”や“時代はマスクですよ”といったキャッチコピーや挿し絵を載せた掲示物を貼ること、

②「放送による感染状況及び対策の周知」として昼休みに執行部が交代で全校放送により、県内や全国、世

界各国の感染状況を知らせ対策を呼び掛けること、③「消毒液設置場所を増設」として更衣室や特別教室に

足踏み式スタンドを増設すること、④「生徒同士による意識の輪の拡大」としてクラスの室⾧や部活動の部⾧そし

て各委員会を通じて呼びかけること、などです。しかも、この活動は後期の執行部も引き継ぎ、11 月には生徒全

員への意識調査の結果から課題を見つけ、それにより「Takita CCP Season２」と題して活動の刷新を図り今

につなげています。安心、安全な学校生活を取り戻すこと、部活動や学校行事といった高校時代にしか味わうこ

とができないことを思う存分、経験できる生活に戻すことへ向けて、自ら進んで取り組んできた生徒の姿を見てい

て、彼らの成⾧を大変嬉しく、そして誇らしく思っています。 

本校ではこれまでも様々な学校行事や事業、「総合的な探究の時間」等で、生徒の「自主」と「自律」を育み

「自学」へと進ませ、将来にわたって成⾧し進化し続ける生徒を送り出してきましたが、今年度のこの取組みは私

の見てきた 4 年間でも秀逸のものです。 

本来であれば同窓会の席で報告することで皆様からの叱咤激励をいただきたいと思っておりましたが、大変残

念です。再開の折には是非ともまた元気な学校の様子を報告したいと思っております。皆様方におかれましても、

健康にご留意されお過ごしくださいますことをお祈りしています。 
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令和 4 年３月吉日 
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３．委員会 R3 事業報告と R4 事業計画について 

（１）財務委員会  春田 宣康(17 回生)  
 令和 3 年 11 月に予定していた会報「北辰」発行事業が延期したため、今期の協力金収入は 1 件のみで

した。令和 4 年 3 月発行の北辰に同封して協力金の振込用紙を発送しました。 

 

【内訳】 郵便振込 1 件 円  

 コンビニ収納 0 件 円 ※いずれも手数料等差引後 

     

【推移】 R2 43 件 円 （郵便局  24 件、コンビニ  19 件） 

 R1 809 件 円 （郵便局 309 件、コンビニ 500 件） 

 H30 491 件 円 （郵便局 313 件、コンビニ 178 件） 

 H29 350 件 円 （郵便局のみ） 

 H28 378 件 円 （郵便局のみ） 

（２）広報委員会  佐橋 政信(13 回生) 

【R3 事業報告】 

12 月 12 日 東日本大震災復興支援ツアーのリモート座談会を実施 

【R4 前期事業計画】 

機関誌「北辰」を令和 4 年 3 月に発行 送付部数:19,000 部 

特集記事     :東日本大震災復興支援ツアーのリモート座談会 

コロナ禍の行政  :杉本福井県知事、古川多治見市⾧、山本県議 

学年同窓会記事:1 回生、13 回生、20 回生 他 

【R4 後期事業計画】 

機関誌の発行は未定 

（３）事業委員会  加藤 文雄（14 回生）、伊藤会⾧（12 回生） 

【R3 事業報告】 

虎渓公園清掃活動と講演会を中止 

【R4 事業計画】 

１）秋の清掃活動と講演会 

虎渓公園から永保寺周辺を散歩しながらのボランティア清掃活動と、各界で活躍する同窓生等によ

る講演会を実施します。学年幹事のみなさん、各学年 2 人以上ご参加ください。 

日時  令和 4 年 11 月 6 日（日）（会報掲載と学年幹事へ郵送案内を予定しています。） 

会場  清掃活動:虎渓公園・永保寺周辺  講演会:永保寺 碧天閣 

時間  ①8:30～9:40 清掃活動  ②10:00～12:00 講演会  講師:未定 

２）東日本大震災復興支援講演会（仮称） 

東日本大震災復興支援ツアーに替わり、毎年交流してきた大川小学校遺族会、大船渡津波伝承

館などをお招きする講演会を計画します。 
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（４）ゴルフ委員会  平井 康之（12 回生） 

【R3 事業報告】 

 ゴルフコンペを中止 

【R4 事業計画】 

 例年 11 月に開催しているゴルフコンペの開催を検討します。 

（５）学年幹事会  塚本 省二（12 回生） 

【R3 事業報告】 

事業実施なし 

【R4 事業計画】 

会員名簿も発行されるなど、同窓会員の名簿情報の充実を図りました。名簿を活用して同窓会行事の連

絡役をしていただき取りまとめをよろしくお願いします。 

各学年の連携が同窓会活動の益々の活性化に繋がるかと思います。ご協力よろしくお願いします。 

（６）情報委員会  千賀 研治（23 回生） 

【R3 事業報告】 

１）年間を通じてホームページの管理を行いました。閲覧数は決して多くなく、投稿・連絡等も年間を通して

数件程度でしかありませんが、インターネット検索により事務局宛の連絡をされるケースが散見され、探し

当てられる連絡先として機能しています。 

２）12 月 12 日 東日本大震災復興支援ツアーのリモート座談会の WEB 会議環境を準備、事業に参

画しました。 

【R4 事業計画】 

閲覧数の増加に向けた計画立案すべきところですが、現在ホームページ管理の作業を行う 24回生有志は

いずれも繁忙を極めており実施困難です。定期的にホームページに来訪者が訪れるためには、常に力的なコン

テンツを発信し続ける事が必要であり、そのためには能力・時間的余裕を兼ね備えた人材の確保が必須となり

ます。卒業生の中にそうした方をご存じの方はぜひご紹介下さい。 

（７）次期同窓会会⾧選出委員会 （伊藤会⾧・12 回生） 

   次の委員会組織により次期会⾧を決定します。 ( )内は役職と回生。 

 

委員⾧  :鈴木正夫（幹事・7） 

副委員⾧:五島達明（会⾧代行・12） 

委員    :加藤文雄（副会⾧・14）、春田宣康（副会⾧・17）、飯田道広（副会⾧・21）、 

千賀研治（幹事・23）、土屋早苗（幹事・23）、河合俊宏（幹事・24）、 

谷口知子（幹事・24） 
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（８）本部事務局   小玉 淳（34 回生） 

【R３事業報告】 

１）会員からの情報提供により随時会員情報の更新を実施しています。 

全会員数:20,319 人（R3.12 末現在） 

   【内訳】判明者 16,053 人、物故者 660 人、不明者 3,606 人（判明率 82.25%） 

会員情報の更新１２６件、新規会員登録 令和３年３月卒 ２３６名 
２）60 周年記念の会員名簿を販売しています。購入希望の会員は本部事務局までお申し出ください。販

売対象は同窓会員のみ、回生・氏名・住所を名簿情報と照合のうえシリアルナンバーで管理します。 

販売価格:3,600 円 （郵便料金・振込手数料は実費ご負担ください。） 

【名簿概要】1 回生（S36 卒）～59 回生（H31 卒） 掲載者数 18,741 人 

 

【R４事業計画】 

１）会員からの積極的な情報提供で、継続して名簿情報を更新します。住所変更などされた会員の皆様か

らのご連絡をお待ちしています。 

①本部事務局  E-mail:info_takitadosokaihonbu@yahoo.co.jp 

②公式ホームページ URL:https://北辰.jp 

③会員名簿に綴り込みの異動通知連絡はがき 

④多治見北高校 渉外担当 後藤浩利先生 E-mail:p91359@gifu-net.ed.jp 

   なお、会員の情報管理は㈱サラトに委託を継続します。（期間:R1～R10） 

２）同窓会を企画する学年幹事は本部事務局までご相談ください。会員情報の提供（無償）、宛名印

刷や案内文書の発送（有償）など同窓会の開催を支援します。 

４．支部  R3 事業報告と R4 事業計画 

（１）東京支部  会⾧ 羅本礼二（15 回生） 

【R３事業報告】 

新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、各種活動が３密をさけられないと判断、全面的に中止。  

 ①第 32 回総会 中止（会⾧挨拶、会計報告のみ書面で送付） 

 ②幹事会   中止 

 ③会報誌   北辰 Tokyo 34 号発行中止 

 ④親睦会   ゴルフ会 ⇒中止 

 ⑤活動報告（会⾧、副会⾧、理事報告） 

 １）東濃会（Sun-mi 高松（銀座））  ⇒ 中止 

 ２）岐阜県人会総会（グランドパレス）⇒ 中止 

【R４事業計画】 

 ①東京支部総会 2022 年 11 月第 3 土曜日 ⇒ 未定 

 ②幹事会    未定 

 ③会報誌    北辰 Tokyo 34 号 ⇒ 未定 

 ④親睦会    未定 
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（２）関西支部  会⾧ 水野尚之（13 回生） 

【R３事業報告】 

関西支部総会（毎年 6 月第 1 日曜日に実施）…中止 

【R４事業計画】 

関西支部総会・懇親会の開催 

R４年度の開催予定:R2 年度のプログラムを繰り延べ実施 

日時:2022 年 6 月５日（日）午前 11 時～午後 2 時 

場所:ホテル竹園芦屋 （兵庫県芦屋市大原町 10１ JR 芦屋駅北口より徒歩１分） 

講演:吉田美喜夫氏（関西支部前会⾧・8 回生） 

５．議題 

（１）第 1 号議案 令和３年度決算について （会計 古川義之・12） 

７～９ページの議案資料を参照してください。 

収入は卒業生入会による協力金です。 

支出は新型コロナの影響により各種事業費の支出はなく、運営経費のみ支出しました。 

 

収入の部 円 （卒業生入会の協力金など） 

前期繰越 円  

   

支出の部 円 （事務費など） 

次期繰越 円  

（２）第 2 号議案 令和４年度事業予算について （会計 古川義之・12） 

１０ページの議案資料を参照してください。 

各委員会の事業計画に基づいて、コロナ影響前の事業規模に戻る前提の収支計画です。 

 

収入の部 円 （会員の協力金、会報発行事業の広告料、寄付金など） 

前期繰越 円  

   

支出の部 円 （会報発行事業、清掃活動事業、新規事業など） 

次期繰越 円  
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６．書面決議 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、本年度も総会開催に代えて書面による決議を行います。学年

幹事は別紙の議決権行使書により各議案の承認の可否を表明してください。 

なお、本部役員を兼ねる学年幹事は議決権が行使できません。 

 

議決権行使書:３月３１日（消印有効）までに本部事務局へご提出ください。 

 

【書面決議の方法】 

①学年幹事の過半数で議決します。本部役員は含みません。  

議決権数  :１３６人（1回生(S36 卒)～61回生（R3卒）、本部役員兼任者は除きます） 

必要議決数: 6９人 

②議決権行使書が本部事務局に期限までに提出しない場合は、本部に議決権行使を委任したものとみ

なします。 

③議決にあたっては、議決権行使数、委任数について同窓会本部の監事（酒井忠造・5 回生、鈴木正

夫・7 回生）が確認し、確認したことを証する書面を作成いたします。 

④議決結果は４月末日を目途に同窓会公式ホームページ「北辰.jp」に掲載し、学年幹事への報告に替

えさせていただきます。 

⑤不明な点などありましたら下記の本部事務局、または本部役員へお問い合わせください。 
多治見北高校同窓会 本部事務局 小玉 

Mail to:info_takitadosokaihonbu@yahoo.co.jp 

FAX:0572-56-6211 

Cell Phone:090-8552-5100 

７．年間スケジュール（暫定）  

3 月 令和 3 年度総会・第１回本部役員会（書面による代替開催です） 

6 月 関西支部総会（未定） 

6 月 第 2 回本部役員会（未定、別途開催案内します。） 

9 月 講演会（予定・新規事業） 

10 月 第３回本部役員会 

10 月 機関誌「北辰」発行 

11 月 北辰会ゴルフコンペ（未定） 

11 月 虎渓山ボランティア清掃活動と講演会 

11 月 東京支部総会（未定） 

R5.3 月 令和 4 年度総会 

８．本部役員・学年幹事 

   11 ページ、12 ページの名簿を参照してください。 
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多治見北高同窓会 令和3年度会計報告(R311～ R31231)

次期繰赦金

上記の
電 轟 騒 同絵 録 時 之

0

上記について 厳正に監査したところ、その内容は適正であると認めます。

令
鬱電贅見讐曇学校同窓会 会計監査  酒井 忠造
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鈴木 正夫

(::)
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整理番号 : 124-22-000035

岐阜県立多治見北高等学校同窓会 様

ご請求のありました令和 3年 12月 31日現在における残高は、下記のとお りであることを証明いたします。

一百明●l「
昔
回残

1/1頁

令和 4年 1月 5日

多治見市之倉郵便局 局長 :1

記

【調査対象者】
名義人きま 岐阜県立多治見北高等学校同窓会 様

「
~~X‐歯調整級。幽に _

振 替 口 座 残 高 証 明 書

口座番号

加入者名

令和 3年 12月 31日現在の回座残高

 

上記のとおり証明します。

令和 4年 1月  1日
ゆ う ち ょ 銀 行 9



多治見北高同窓会　令和4年度予算（案）
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑦－⑤

令和1年度 令和1年度 令和2年度 令和2年度 令和3年度 令和3年度 令和4年度
予算 決算 予算 決算 予算 決算 予算
31.1.1

　　　　～1.12.31
31.1.1

　　　　～1.12.31
2.1.1

　　　　～2.12.31
2.1.1

　　　　～2.12.31
3.1.1

　　　　～3.12.31
3.1.1～3.12.31 4.1.1～4.12.31

前期繰越金

卒業生　会費
寄付金
利息
協力金
協賛金
広告料
雑収入

合計

総会費
事業費(東北復興ツアー)
事業費（永保寺清掃)
新規事業
通信費
旅費
会報発行費
振込費
会議費
駐車場料金補助
交通費
委員会活動費
慶弔費
補助金
IT費
講師費
東日本義援金
消耗品費
諸会費
名簿整備費
事務局費
専用ＰＣ購入費
雑費

合計

収入の部-支出の部

次期繰越金

支
出
の
部

令和3年度
予算対比

収
入
の
部
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【同窓会本部役員】
回生/ｸﾗｽ 卒業 氏名 役職 生/ｸﾗｽ 卒業 氏名 役職
12回④ S47 伊藤 恒一 会⾧ 23回③ S58 土屋 早苗 幹事･学年幹事
12回② S47 五島 達明 会⾧代行 24回③ S59 伊藤 香代 幹事
12回④ S47 塚本 省二 筆頭副会⾧･学年幹事 24回③ S59 谷口 知子 幹事
12回③ S47 古川 義之 副会⾧ 24回③ S59 河合 俊宏 幹事
12回⑦ S47 平井 康之 副会⾧ 25回④ S60 佐藤 円一郎 幹事･学年幹事
13回⑦ S48 佐橋 政信 副会⾧ 26回⑧ S61 大竹 正道 幹事
14回② S49 加藤 文雄 副会⾧ 28回② S63 溝口 武 幹事
15回② S50 小林 昌臣 副会⾧･学年幹事 35回⑥ H7 宮本 賢二 幹事
17回⑥ S52 春田 宣康 副会⾧ 46回② H18 岡本 匡史 幹事
21回⑧ S56 飯田 道広 副会⾧･学年幹事 46回① H18 古川 望 幹事
5回④ S40 酒井 忠造 監査･学年幹事 46回② H18 井川 久美子 幹事
7回① S42 鈴木 正夫 監査･学年幹事 46回② H18 頼富 祐斗 幹事
9回⑥ S44 奥村 映美 幹事 15回⑥ S50 羅本 礼二 東京支部支部⾧
9回⑦ S44 堀田 篤子 幹事 13回④ S48 水野 尚之 関西支部支部⾧
10回③ S45 八橋 祐司 幹事･学年幹事 20回⑦ S55 小栗 英幸 学校⾧
10回⑥ S45 柴田 芳樹 幹事 後藤 浩利 学校渉外担当
12回⑥ S47 中山 深雪 幹事 34回⑥ H6 小玉 淳 事務局
12回⑦ S47 加藤 倫子 幹事･学年幹事 33回① H5 小玉 亜矢子 事務局
12回④ S47 加藤 啓子 幹事
12回⑦ S47 鈴木 喜晴 幹事
12回⑥ S47 小木曽 祐一 幹事
12回⑥ S47 水野 和正 幹事
12回① S47 水野 安造 幹事
12回⑤ S47 野口 智夫 幹事
12回④ S47 柘植 宏一 幹事
12回② S47 古田 定昭 幹事
12回④ S47 原田 英明 幹事
13回③ S48 佐藤 能博 幹事･学年幹事
14回③ S49 安江 雅隆 幹事･学年幹事
14回⑥ S49 大森 伴樹 幹事･学年幹事
15回⑦ S50 篠原 一行 幹事
15回④ S50 水野 一正 幹事
16回③ S51 伊藤 守 幹事
18回① S53 吉川 厚志 幹事
18回⑤ S53 曽根 敏治 幹事
19回⑦ S54 田中 直樹 幹事･学年幹事
19回① S54 加藤 健治 幹事･学年幹事
23回⑤ S58 千賀 研治 幹事･学年幹事
23回③ S58 梶田 暢克 幹事･学年幹事
23回① S58 金子 友実 幹事･学年幹事
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【学年幹事】
回生/ｸﾗｽ 卒年 氏名 回生/ｸﾗｽ 卒年 氏名 回生/ｸﾗｽ 卒年 氏名
1回② S36 渡辺 久子 28回⑧ S63 小倉 剛 49回③ H21 河地 玲奈
1回③ S36 加藤 武教 29回① H元 尾関 信也 49回⑥ H21 鷲見 大地
1回④ S36 伊野 稔 29回③ H元 仙石 哲也 50回① H22 稲垣 康輔
2回① S37 柴田 紀子 30回② H2 近藤 雅也 50回③ H22 野村 茉椰
2回② S37 佐藤 宏 30回④ H2 水野 琢也 50回⑥ H22 大野 高嗣
3回① S38 日比野 修 31回⑧ H3 小木曽 明芳 51回② H23 青木 晃一
3回② S38 各務 孝幸 31回⑨ H3 今井 光春 51回④ H23 鈴木 美知
3回② S38 高木 一東 32回④ H4 平井 秀典 51回⑦ H23 飯田 雄太
3回④ S38 太田 晋二 32回⑨ H4 中村 篤志 52回① H24 加藤 大知
3回⑤ S38 小島 剛 33回④ H5 新井 隆介 52回④ H24 大嶋 剛史
4回③ S39 黒住 道雄 33回⑧ H5 河地 涼司 52回⑥ H24 田口 雄介
4回④ S39 水野 幸也 34回② H6 真野 靖弘 53回① H25 村井 良輔
4回④ S39 渡辺 道義 34回⑦ H6 吉田 和道 53回④ H25 中野 文尊
5回⑤ S40 中島 光朗 35回① H7 佐藤 隆亮 53回⑥ H25 小出 拓人
6回② S41 橋本 多紀子 35回⑧ H7 花川 裕規 54回① H26 本部 瑠菜
6回⑤ S41 愛知 三智恵 36回⑤ H8 早川 威佐夫 54回② H26 水田 梨湖
6回⑦ S41 塩屋 章代 36回⑧ H8 森本 太輔 54回⑤ H26 下妻 篤史
7回③ S42 伊藤 小枝子 37回③ H9 高瀬 利奈 55回② H27 余吾 侑太郎
7回⑤ S42 日比野 紀美子 37回⑦ H9 舘林 道孝 55回⑥ H27 宮嶋 英臣
8回① S43 中嶋 英子 38回① H10 水野 浩喜 55回⑦ H27 加藤 大二
8回③ S43 伊藤 利道 38回③ H10 加藤 雄一 56回④ H28 島津 秀晟
9回⑥ S44 河村 和明 39回② H11 滝上 吉信 56回⑥ H28 伊藤 智士
9回⑥ S44 牧野 武利 39回⑦ H11 土屋 和也 56回⑦ H28 柴田 潤一郎
11回③ S46 河口 一 40回⑤ H12 角 峰司 57回① H29 富田 純平
11回⑤ S46 安藤 英利 40回⑧ H12 茂吉 武人 57回③ H29 鈴木 康平
13回⑥ S48 渡辺 哲郎 41回① H13 石黒 義啓 57回⑤ H29 清水 祐作
13回⑦ S48 亀井 喜久男 41回⑤ H13 愛知 正温 58回② H30 藤山 大輝
15回④ S50 伊藤 克紀 41回⑦ H13 米田 有希 58回③ H30 小谷 貴大
16回⑤ S51 河田 千恵子 42回⑤ H14 正村 充 58回⑥ H30 大谷 真奈花
16回⑦ S51 羽柴 誠 42回⑦ H14 佐藤 智紗乃 59回④ H31 伊藤 敦也
17回④ S52 石原 幸枝 42回⑧ H14 千藤 貴博 59回⑤ H31 羽賀 貫太
17回④ S52 熊谷 裕子 43回④ H15 加藤 貴大 59回⑥ H31 伊藤 勘太
18回⑤ S53 土屋 勝義 43回⑤ H15 齋木 美佐 60回① R2 浅井 裕貴
18回⑥ S53 松村 和紀 43回⑧ H15 永井 智也 60回④ R2 大山 寧々
20回② S55 ⾧江 奈美 44回③ H16 秋田 奈美 60回⑤ R2 杉山 智紀
20回③ S55 奥村 靖 44回⑥ H16 工藤 真帆 61回① R3 坂口 真楓
20回④ S55 藤井 憲 44回⑦ H16 高橋 大悟 61回③ R3 若山 みなみ
21回⑥ S56 加藤 泰治 45回③ H17 小瀬田 有希 61回⑥ R3 河村 洋希
22回② S57 柴田 秀樹 45回④ H17 香月 優延
22回⑦ S57 春田 宏二 45回⑦ H17 原田 友浩
24回① S59 竹田 由佳 46回① H18 大嶽 陽子
25回① S60 西田 智子 46回⑧ H18 櫛田 拓也
25回⑥ S60 木塚 弘 47回① H19 成瀬 翔太
25回⑥ S60 日比野 美奈 47回⑧ H19 森 佳代
26回④ S61 蔦森 敦子 47回⑧ H19 渡部 照久
26回⑧ S61 村手 洋之 48回① H20 永原 大次郎
27回① S62 加藤 智士 48回③ H20 神戸 雅大
27回⑥ S62 杉山 智彦 48回④ H20 小島 佑樹
28回④ S63 川俣 覚 49回① H21 安藤 紘太
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