
No. 種目名 階級等 左記以外の主な福島県勢の成績
1 陸 上 競 技 １００Ｍ 安孫子充裕 上山明新館・山形 秋元　延大 鷹巣・秋田  阿部　祐介 盛岡南・岩手 

（男子） ２００Ｍ  安孫子充裕 上山明新館 ・山形 添川　隆博  喜多方・福島  坂本　朝洸 横手清陵学院・秋田   ⑤小池　俊輔（喜多方東）

４００Ｍ 添川　隆博  喜多方・福島 清水　翔吾 能代商・秋田  佐藤　圭悟 石巻・宮城  

８００Ｍ 佐藤　大樹 橘・福島 関根　真騎 福島東・福島  佐藤　　悠 弘前南・青森  

１５００Ｍ ﾏｰﾃｨﾝ・ﾜｳｴﾙ 青森山田・青森 菊池　敦郎 原町・福島 梅木　貴文 東海大山形・山形  ⑥只野　博通（田村）

５０００Ｍ ﾏｰﾃｨﾝ・ﾜｳｴﾙ 青森山田・青森 梁瀬　峰史 仙台育英・宮城 佐藤　直樹 仙台育英学園  ⑤小山　瑞貴（清陵情報）

１１０ＭＨ 星　　大地 会津農林・福島 木村　陽介 盛岡南・岩手 鈴木　達也 九里学園  ④宗村　寛之（平工）

４００ＭＨ 清水　翔吾 能代商・秋田 鈴木　　豊  久里学園・山形 青天目啓文 磐城 ④星　　大地（会津農林）

３０００ＭＳＣ  三浦　将倫 秋田工・秋田 菊池　敦郎 原町・福島 佐藤　直樹 仙台育英学園

４×１００ＭＲ ④安積

４×４００ＭＲ  

走高跳 鶴田　　洋 大湊・青森 佐藤　庸平 白河旭・福島 佐藤　　俊 山形中央  ⑤米村　健志（平商）

棒高跳 阿部　祐史 楯岡・山形 村山　隆行 盛岡南 寺島　大地 佐沼   ⑤佐瀬　一晃（会津工）

走幅跳 三浦　　修 増田・秋田 鈴木　真一 いわき総合 渡部　慎哉 九里学園

三段跳 三浦　　修 増田・秋田 斉藤　大輔 黒沢尻工 滝沢　翔太 仙台三  

砲丸投 伊藤　太智 石巻・宮城 高橋　幸司 山形中央 横尾　貴幸 釜石南  

円盤投 横江　和典 石巻工・宮城 菅井　秀樹 名取北 佐藤　貴展 九里学園  

やり投 山田　啓太 安積・福島 加藤　　慎 横手工 佐藤　寛大 蔵王  

ハンマー投 寺嶋　真吾 迫桜・宮城 菅井　秀樹 名取北 松本　竜児 小高工  

５０００ＭＷ 岡部　真也 秋田工・秋田 山田　賢治 青森山田・青森 今野　勇希 仙台一  ④吉田　　翔（小高工）、⑤佐々木　匠（小高工）

八種競技 鈴木　達也  久里学園・山形 阿部　俊哉 志津川 早川　大樹 角田  

陸 上 競 技 １００Ｍ 北田由香子 盛岡第三・岩手 紺野可奈子 橘・福島 堀井　夏希 秋田商・秋田  ④川口夢加（福島東）

（女子） ２００Ｍ 紺野可奈子 橘・福島 川口　夢加 福島東・福島 堀井　夏希 秋田商・秋田 ⑥ 菱沼　美穂（福島東）

４００Ｍ 舟山　萌美 橘・福島 鈴木　千里 秋田和洋女子 角掛　　楓 北上翔南・岩手  ⑤大河内成枝（日大東北）

８００Ｍ 瓜生　朱音 郡山東・福島 高橋　結美 鷹巣・秋田 渡邊　伯夏 青森山田・青森  ④蛭田ちな美（いわき総合）　⑥栁沼　志帆（郡山東）

１５００Ｍ 橋本富美子 いわき総合・福島 絹川　　愛 仙台育英学園・宮城 ベロニカカニー 青森山田・青森  ④押山　秋絵（田村）

３０００Ｍ MIRIAM GICHURU 仙台育英学園・宮城 ベロニカカニー 青森山田・青森 齋藤　梓乃 田村・福島  ④境田　　遙（磐城）

１００ＭＨ 黒澤　　葵 秋田和洋女子・秋田 坂井杏珠美 山形北・山形 飯野　　裕 利府・宮城 ⑥ 柳原　成美（若松商）　⑥押山　秋絵（田村）

４００ＭＨ 舟山　萌美 橘・福島 角掛　　楓 北上翔南・岩手 賀澤　優子 磐城・福島  ⑥遠藤　紗織（会津学鳳）

４×１００ＭＲ  

４×４００ＭＲ  ⑤日大東北

走高跳 岡　　千尋 釜石南・岩手 佐藤　　祥 黒沢尻北・岩手 山口あゆみ 上山明新館・山形  

走幅跳 松田ゆきえ 福島東・福島 碇谷　千晴 酒田東・山形 大高　瑞希 能代商・秋田  

砲丸投 柳沼　　綾 日大東北・福島 早坂　　歩 柴田・宮城 安保有由里 花輪・秋田  ④宮川　　彩（日大東北）

円盤投 佐藤まりえ 本荘・山形 佐藤　紘子 北上翔南・岩手 佐藤ひかる 大東・岩手  ⑥小川智恵子（湯本）

やり投 遠沢　和加 田子・青森 高橋めぐみ 利府・宮城 根本　裕美 湯本・福島  ④佐藤　若菜（相馬東）

３０００ＭＷ 佐久間若菜 郡山商・福島 石田　美帆 小高工・福島 三浦　　梢 青森山田・青森  

七種競技 佐藤　　祥 黒沢尻北・岩手 佐藤　志帆 宮城一女・宮城 齋藤　羽純 秋田南・秋田  

2 ソ フ ト テ ニ ス 男子 寒河江・森田 東北・宮城 田子・渡辺 田村・福島 鈴木・峯 田村・福島 折笠・久保 東北・宮城
⑯鈴木・小倉（田村）　　小泉・室原（平工）鈴木・水野谷（白実）五十嵐・畠（郡東）本
田・村上（田村）涌井・藤田（田村）は２回戦敗退　鈴木・伊東（田村）齋藤・遠藤（喜東）
は１回戦敗退

女子 岩東・横山 双葉・福島 井戸川・横山 小高商・福島 佐藤・鎌田 光星学院・青森 鈴木・兼子 山形市立商
⑯淡路・鈴木（福島西）鹿又・山田（福島）　　関根・伊藤（郡東）渡邉・渡邉（双葉）は２
回戦敗退　　今野・田主（磐城一）石井・佐久間（田村）佐藤・定法寺（双葉）石井・山口
（清陵情報）は１回戦敗退

3 テ ニ ス 男子シングルス 飯野　翔太 青森山田（青森） 景山彰仁 日大東北（福島） 八鍬裕也 東陵（宮城） 石垣　諒 秋田商業（秋田）
⑯車田暁（安積）　⑯宗像祐樹（原町）　⑯渡邊将司（桜が丘）　⑯宗像宏光（原町）
有賀恵介（日大東北）・橋本真吾（磐城）は１回戦敗退

男子ダブルス 飯野・三上 青森山田（青森） 阿部・谷地 岩手（岩手） 石垣・佐々木 秋田商業（秋田） 岩城・阿部 盛岡第四（岩手）
⑧宗像・宗像（原町）　⑧景山・大竹（日大東北）　白土・志賀（桜が丘）１回戦敗退　遠
藤・菊屋（平工）１回戦敗退

女子シングルス 坂本菜津子 聖霊短大付（秋田） 小松　佳南 聖霊短大付（秋田） 齋藤友里子 山形東（山形） 最上麻里奈 聖霊短大付（秋田）
⑧伊東左江子（会津）　⑯鈴木菜月（平商）　⑯鈴木真緒（桜が丘）　柳田（聖母）・北
村（桜が丘）・武田（平商）・高崎（桜が丘）は１回戦敗退

女子ダブルス 坂本・坂谷 聖霊短大付（秋田） 西崎・小原 盛岡第一（岩手） 藤澤・村岡 盛岡第四（岩手） 最上・小松 聖霊短大付（秋田）
⑧鈴木・高崎（桜が丘）　　武田・鈴木（平商）、谷・坂上（福島）、北村・佐藤（桜が丘）
は１回戦敗退

4 卓 球 男子シングルス 岸川聖也 仙台育英・宮城 水谷　　隼 青森山田・青森 高木和　卓 青森山田・青森 横山友一 青森山田・青森

男子ダブルス
岸川聖也
軽部隆介

仙台育英・宮城
高木和　卓
水谷　　隼

青森山田・青森 
森田翔樹
横山友一

青森山田・青森 
大森善文
明　　　晨

仙台育英・宮城

女子シングルス 曹　嘉懿 青森山田・青森 照井萌美 秀光・宮城 阿部奈々 秀光・宮城 山梨有理 秀光・宮城

女子ダブルス
山梨有理
照井萌美

秀光・宮城
曹　嘉懿
森　まりな

青森山田・青森
川端　舞
高 瑜瑶

秀光・宮城
西浦綾子　　石

垣優香
秀光・宮城

5 バ ド ミ ン ト ン 男子シングルス 西村　昭彦 青森山田・青森 佐々木翔太 青森山田・青森 鈴木　大裕 青森山田・青森県 廣岡　　翔 青森山田・青森 村越（帝京），池田（白河旭），大槻（県工）は２回戦敗退，菅澤（帝京）は３回戦敗退

男子ダブルス 松浦・鈴木 青森山田・青森 伊深・佐藤 仙台商業・宮城 佐々木・山崎 青森山田・青森県 伊藤・小笠原 横手工業・秋田
大槻・大河内（県工）は１回戦敗退，池田・斎藤（白河旭），菅澤・村越（帝京），斎藤・
大野（帝京）は２回戦敗退

女子シングルス 藤井　瑞希 青森山田・青森 本間ちさと 青森山田・青森 垣岩　令佳 青森山田・青森県 佐々木理恵 青森山田・青森
小岩（安積），佐藤（郡商）は１回戦敗退，濱島（尚志）は２回戦敗退，野尻野（尚志）は
３回戦敗退

女子ダブルス 藤井・原 青森山田・青森 伊藤・村山 聖ウルスラ・宮城 大阪・工藤 聖ウルスラ・宮城 新藤・前田 青森山田・青森
野尻野・濱島（尚志），菅野・塩谷（安達），丹治・菊地（安達東）は１回戦敗退，渡辺・
大槻（帝京）は２回戦敗退

6 相 撲 ７５㎏未満級 野呂 五所川原商業 見上 平成     藍原啓太（学法福島）は決勝トーナメント１回戦敗退

９５㎏未満級 ウーガン・バータル 青森山田 前田 三本木農業      

１１５㎏未満級 小浜 鰺ヶ沢 ガンボルド・ガンニャム 学法福島 熊谷 小牛田農林 佐藤 平成  

１１５㎏以上級 五十嵐 浄法寺 丹野 金足農業 神谷 平成 戸来 三本木農業 薄　勇樹（会津農林）は決勝トーナメント１回戦敗退

東北・宮城
利府・宮城

柴田・宮城 弘前実・青森 佐沼・宮城 

橘・福島

平成１7年度　東北高等学校選手権大会個人入賞者一覧

会津学鳳・福島

大館鳳鳴・秋田 石巻・宮城 

 福島東・福島 橘・福島

久里学園・山形

１位 ２位 ３位



個人選手権 小野寺 加茂水産 葛西 五所川原農林 ガンボルド・ガンニャム 学法福島 前田 三本木農業 赤井浩城（学法福島）は決勝トーナメント１回戦敗退



No. 種目名 階級等 左記以外の主な福島県勢の成績
7 剣 道 男子 阿部康成 酒田商業 遠藤元則 若松商業 遠藤喜伸 小牛田農林 原田陽介 山形南 吉田　剛（湯本）、相馬康人（若松商業）、渡邉悠太（若松商業）は５位

女子 鈴木愛梨 左沢 高橋　幸 左沢 鈴木愛唯 安積 横幕さおり（昌平）は５位

8 弓 道 男子  
女子  

9 柔 道 ６０㎏級 小関 山形南・山形 蝦名 五所川原・青森 中田　雄一 日大山形 高橋　竜也 聖光学院  

（男子） ６６㎏級 藤原 秋田商・秋田 松舘 久慈・岩手 安藤 秋田・秋田 桜田  青森・十和田工  

７３㎏級 木村 東海大山形・山形 松田 羽黒・山形 郡司　成晃 田村・福島   

８１㎏級 佐藤　　宗 秋田経法大附・秋田 佐藤　　大 羽黒・山形   

９０㎏級 田中 山形工・山形 内藤　雄大 田村・福島 荒木 羽黒・山形    

１００㎏級 鈴木　貴之 田村・福島 渡辺　裕也 田村・福島 小関 秋田経法大附・秋田 高橋 一関学院・岩手  

１００㎏超級 橋本 盛岡中央・岩手 木村 青森山田・青森   

（女子） ４８㎏級 皆川 青森山田・青森 石井 秋田北・秋田 古川　友香 光南・福島 近　　江 宮城・柴森山田  

５２㎏級 半谷　倫子 浪江・福島 高橋　恵 山形中央・山形 車田　　瞳 光南・福島 竹ノ子 八戸西・青森  

５７㎏級 原  青森山田・青森 佐藤　 秋田商・秋田 武田　有香 相馬東・福島 斎　　藤 宮城・小牛田農林  

６３㎏級 遠藤 小牛田農林・宮城 片桐 山形中央・山形  大　　島  秋田商  

７０㎏級 阿部 東北・宮城 上野 青森山田・青森 久野　澄子 田村・福島 潘　　群 青森・青森山田  

７８㎏級 橋本 青森山田・青森 土畑 盛岡中央・岩手 板　　垣 山形中央・ 山形 渡　　部 金足農・岩手  

７８㎏超級 熊谷 盛岡中央・岩手 椎名 能代・秋田 古生　愛恵 湯本・福島   

10 空 手 道 男子個人形        

男子個人組手           

女子個人形         

女子個人組手         

11 体 操 個人総合男子 武藤　裕也 青森山田（青森） 後藤俊介 庄内総合（山形） 佐藤　康太 庄内総合（山形） ４位　小内裕斗 青森山田（青森）  相川智洋（湯本）吊り輪２位、跳馬３位、

個人総合女子 角田　えり 常盤木学園（宮城） 遠島　亜利沙 青森山田（青森） 木村美智子 青森山田（青森） ４位　武田　恵 常盤木学園（宮城） 総合・種目別とも入賞者なし

12 新 体 操 個人総合男子 柴田　翔平 青森山田（青森） 藤倉　比呂 盛岡市立（岩手） 木村功 葵（福島） ４位　高岩　薫 青森山田（青森） 木村功（葵）ロープ６位、クラブ２位、

個人総合女子 庄司　七瀬 山形北（山形） 三澤樹知 山形北（山形） 後藤　麻衣 山形北（山形） ４位　羽田真弓 福島成蹊（福島）
大越麻美（成蹊）個人総合５位、佐藤友美（成蹊）個人総合６位、大越（成蹊）ロープ４
位・リボン４位、羽田（成蹊）ロープ５位・リボン３位、佐藤（成蹊）ロープ６位・リボン６位

13 馬 術 馬場馬術 黒川亜紀子 宮城農業（宮城） 門倉誠也 福島商業（福島） 斎藤歩美 福島東稜（福島）

障害飛越

14 ボ ー ト 男子シングルスカル 伊藤　清剛 佐沼・宮城 池田　慶太 むつ工業・青森 伊藤　雅也 黒沢尻工業・山形 ４位　松野　雄太 秋田・秋田

女子シングルスカル 土田　香織 本荘・秋田 那須さとみ 酒田西・山形 薄　　結衣 西会津・福島 ４位　浅利満理子 秋田・秋田

15 自 転 車 競 技 スプリント 佐々木吉徳 大曲農 阿部力也 東北 澤口大和 仙台商 ５位大島将人（白実）、６位関根彰（学石）

ケイリン 真船圭一郎 白実 猪狩卓男 平工 羽田大輔 十和田工 ５位白川純（学石）

４０００ｍ速度競走 増子雄士 白河 菅原直人 紫波総合 渡辺正光 平工 ４位須永優太（白実）

２４０００ｍポイントレース 兼平純 紫波総合 奥崎心吾 青森山田 鈴木信啓 白河 ４位舟木司（東白）、６位佐伯翔（平工）

１ｋｍタイムトライアル 日当泰之 八戸工大 我妻敏 学石 山崎将幸 能代西 ６位佐藤一伸（平工）

スクラッチ 板橋良 仙台商 荒川良太 岩瀬農 佐々木雅敏 八戸工 ４位伊藤勝太(平工）

４ｋｍチームパーシュート 平工  学石  大曲農  

個人ロードレース 田崎裕也 学石 鈴木信啓 白河 小野寺悠太 平工 ４位渡辺正光（平工）

チームスプリント 白実  仙台商  能代西  ６位白河

３０００ｍ個人追い抜き 田崎裕也 学石 小野寺悠太 平工 石川雄太 大曲農

女子スプリント      

女子５００ＭＴトライアル 細川さき 盛岡農     ７位樋口芳志（岩瀬農）

女子２０００ｍ個人追い抜き 高橋久恵 紫波総合     

16 ウェイトリフティング ５３㎏級 清水達也 久慈工 冨樫　拡 鶴岡中央 後藤利輝 岩谷堂農林

５６㎏級 湯淺秀俊 勿来工 鈴木　学 川俣 三嶋　平 岩谷堂農林

６２㎏級 黒江雄治 田村・福島 佐藤竜巳 柴田 菅野芳彦 田村・福島

６９㎏級 小向竜実 久慈工 寺岡慎平 羽黒 高野　真 川俣

７７㎏級 高橋明寛 盛岡工 斎藤　和 鶴岡中央 鈴木孝司 柴田農林

８５㎏級 土屋浩二 石巻 押切勇二 羽黒 斎藤勝彦 福島明成

９４㎏級 星　孝侍 石川 村越　卓 経法大付 平沼伸隆 盛岡工

１０５㎏級 菅野幸治 川俣 小斎和哉 柴田農林 渡部龍一郎 横手工

１０５㎏以上級 二羽泰一 八戸大一 斎藤　瑛 柴田農林 福舛健太 石川
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No. 種目名 階級等 左記以外の主な福島県勢の成績
17 ボ ク シ ン グ モスキート 柏倉圭吾 新庄神室産業 福士和久 東奥義塾 松本優樹 水沢工業 多勢裕亮 秋田経法大附属

ライトフライ 佐藤龍太郎 西目 関谷久志 新庄神室産業 小野寺祐哉 水沢工業 片山聡一郎 磐城第二  

フライ 菅尾泰斗 秋田経法大附 佐々木陽一 宮城県農業 三浦敏浩 弘前工業 野村宏昭 花巻農業 佐藤孝成（福島明成）は１回戦敗退

バンタム 大宮孝彦 宮城県農業 福岡洋兵 秋田経法大附 伊藤悠樹 福島明成 杉浦剛史 青森山田

フェザー 武田秀士 秋田経法大附 井上　隆 江南義塾盛岡 龍谷友宏 山形南 桜庭周作 弘前工業 鈴木　豊（会津工業）は１回戦敗退

ライト 西村勇信 会津工業 須田恵太 多賀城 鈴木啓太 日大山形 蕨　翔太 八戸工大一高

ライトウェルター 川村亨平 弘前東 工藤孝浩 盛岡南 菅　拓己 西目 中村　翔 日大山形 佐藤大吾郎（会津工業）は１回戦敗退

ウェルター 清水直土 宮城県農業 高田大将 福島明成 三浦隆二 金足農業 八戸　将 青森工業  

ミドル 石川哲也 新庄神室産業 斎藤志朗 水沢工業 工藤　瞬 弘前東 高野健吾 福島明成

18 フ ェ ン シ ン グ 男子個人フルーレ 淡路　卓 東北工業大高校 一戸眞麻 気仙沼 千田康太 気仙沼 大馬義明 今別 ５位草野雄太（桜が丘）、６位菊地哲平（川俣）

男子　個人　エペ 千田康太 気仙沼 田中大崇 合川 鈴木誠史 東北学院 宇山裕人 米沢興譲館

男子個人サーブル 志賀澄人 仙台南 佐賀大輔 合川 田代勇太 川俣 大馬義明 今別

女子個人フルーレ 阿部美樹 今別 佐藤桃子 仙台 澤田石美貴 聖霊短大附 庄司美樹 仙台南

女子　個人　エペ 坂野友里 米沢東 木村結衣 合川 高橋　恵 横手 三浦果林 佐沼

19 レ ス リ ン グ ５０㎏級 中山勉 東北工業大 細谷 山形商業 二瓶哲朗 大沼 武藤誠（喜多方工）準々決勝敗退

５５㎏級 小田裕之 光星学院 尾形 山形商業 山口将平（大沼）準々決勝敗退、磯部一真（喜多方工）１回戦敗退

６０㎏級 秋本孝光 秋田経法大付 鶴巻 米沢工業 須藤大（喜多方工）準々決勝敗退、大沼憲和（喜多方工）１回戦敗退

６６ｋｇ級 工藤佑貴 秋田経法大付 佐々木 秋田商業 菊地広介 大沼 大竹龍司（大沼）１回戦敗退

７４㎏級 佐藤　淳一 米沢工業 皆川 山形商業 渡部友章（田島）１回戦敗退、伊藤弘和（大沼）１回戦敗退

８４㎏級 森龍之進 仙台育英 佐藤洋 米沢工業 菊地則昭 大沼 星友和（田島）１回戦敗退

９６㎏級 藤本健治 盛岡工業 高砂 山形商業 福田広樹 田島 湯田拓巳（田島）準々決勝敗退

１２０㎏級 荒木田進謙 光星学院 木村 米沢工業 高橋健司（大沼）準々決勝敗退、上野雄（大沼）準々決勝敗退

20 ア ー チ ェ リ ー 男子個人 青柳健隆 大館鳳鳴(秋田） 薄衣　慶 鶴岡工業(山形) 近藤裕喜 盛岡工業 4位　松浦直樹 鶴岡工業 鈴木　良(田村）7位　吉村邦仁(田村)11位　三瓶雅美(田村）13位

女子個人 佐藤　綾 横手城南(秋田） 齋藤邦衣 福島南 小笠原渚 三本木農業 4位　後藤由里子 青森中央(青森）
南　詩織(田村)24位 佐藤香織(福島南）26位 後藤佳那(福島南)28位 近藤まみ子
31位

21 な ぎ な た 試合競技 千葉好恵 仙台育英（宮城） 熊谷佳子 盛岡第ニ（岩手） 佐藤菜津子 大曲農業（秋田） ４位　鈴木　和 大曲（秋田）
 板橋絵美（学鳳）予選敗退　鈴木靖子（学鳳）準々決勝敗退、　新田葵（葵）予選敗退
菅家有香里（学鳳）予選敗退

演技競技 熊谷・佐々木 盛岡第二（岩手） 加藤・高畑 大曲（秋田） 佐藤・高橋 大曲農業（秋田） ４位　星・小林 ザベリオ（福島） 菅家・岡崎（学鳳）予選敗退　平戸・馬場（いわき総合）予選敗退　佐藤・遠藤（学鳳）

22 カ ヌ ー Ｋ－１ 芦野貴士 谷地 水本圭治 不来方 小泉公道 安達

（男子） Ｃ－１ 小野涼太 天真学園 今井一機 石巻商 国嶋　諭 安達

Ｋ－２ 芦野貴士･神津大樹 谷地 佐藤裕斗・松田雄幸 谷地 今野拓哉･道塚慎也 中新田

Ｃ－２ 国嶋諭・根本孝幸 安達 今井一機・松川良 石巻商 小野涼太・布川裕也 天真学園

佐藤裕斗・松田雄幸 斎藤正尭・佐久間洋平 佐藤俊介･村岡翔

芦野貴士･神津大樹 菊地純一・小泉公道 小林大久朗・安達翔貴

小関高秀･今井一機 田宮脩平・青木寿彩

和田和也･松川良 佐藤陽輔・佐藤充

（女子） Ｋ－１ 久野綾香 安達 大津由香 谷地 藤田菜穂 谷地

Ｋ－２ 菅野瑞穂･菅野美穂 安達 橋本夏美・田中佳美 中新田 石原夏海・後藤真悠 中新田

石原夏海・橋本夏美 菅野瑞穂･菅野美穂 佐藤善美・奥山瑛里子

田中佳美・後藤真悠 橋本亜季・菊地奈津美 柴崎麻衣・阿部美奈子

１位 ２位 ３位
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谷地 安達 谷地Ｋ－４

谷地

Ｃ－４ 石巻商 谷地

Ｋ－４ 中新田 安達


