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全国歯科医師会野球大会
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　　　　　決勝・交流戦   11 月 24 日（月・振替休日）　大田スタジアム
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挨　拶

絆から団結・そして継続へ

日本歯科医師野球連盟　会長　新　井　桂　二

　秋気澄む侯、第三回全国歯科医師会野球大会を開催するにあたり、ご挨拶を申し上
げさせて頂きます。
　北は北海道から南は九州まで、各地区を代表する 12 チームの精鋭の歯科医師会の
皆様ご多忙の中、また遠路の所ご参集頂きまして真に有り難うございます。
　心から歓迎の意を表します。
　一昨年誕生いたした、日本歯科医師野球連盟の大会開催に対する趣意にご理解を賜
り、重ねて感謝を申し上げます。
　思い起こせば、平成 24 年盛夏の第一回大会は初体験であり、西武ドームと大田ス
タジアムという名球場での開催ではありましたが、各都道府県歯科医師会のご協力に
より、成功裏に終わる事が出来、私共はお蔭様で自信を持つ事が出来ました。
　昨年の第二回大会は、親善は勿論ですが実力を争う好ゲームの連続で、圧巻は決勝
戦の接戦で大いに感動を受けたものでした。
　本年の第三回大会は、神奈川県歯科医師会の主管によって行われますが、その組織
力と歯科野球に馳せる情熱によって、昨年にも勝る盛会になる事と信じております。
　ご参加される各チームの皆様には、持てる力を充分に発揮させて、今大会を更に盛
り上げて頂ければ幸いでございます。今後この大会を継続させて行く事を希望してお
ります。
　本年も有り難い事でございますが、日本歯科医師会、日本歯科医師連盟を始めとし
て歯科界諸団体の皆様には、格段のご支持ご後援を賜り厚く感謝を申し上げます。
　また、大会開催にあたり労を惜しまずご努力された役員諸兄や、神奈川県歯科医師
野球連盟、東京都歯科医師会野球部の皆様にも厚く御礼を申しあげ、第三回全国歯科
医師会野球大会の成功を願ってご挨拶と致します。
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開催要項

第三回 全国歯科医師会野球大会 開催要項
　スポ－ツ精神の高揚を図り、野球競技を通じて日本歯科医師会会員相互の健康と親睦を深めることを
目的として、次の要項で開催する。

１．主　　催
　　日本歯科医師野球連盟

２．主　　管
　　神奈川県歯科医師会

３．後　　援
　　日本歯科医師会
　　日本歯科医師連盟
　　全国歯科医師国民健康保険組合連合会
　　日本学校歯科医会
　　8020 推進財団
　　神奈川県歯科医師連盟
　　東京都歯科医師会
　　東京都歯科医師連盟

４．協　　力
　　神奈川県歯科医師会野球連盟及び東京都歯科医師会野球部　　　
　　　　
５．日時及び場所
　　日時：平成 26 年 11 月 22 日（土）・23 日（日）・24 日（振替休日）
　　場所：アルカディア市ヶ谷私学会館
　　　　　都立大井ふ頭中央海浜公園野球場
　　　　　東京都大田区立大田スタジアム
　
６．大会方式（別紙大会規則に詳細記載）と地区割について
　　 日本歯科医師会が制定する全国 7 ブロックの地区割を元にさらに別表のように合計 9 ブロックの

地区割から選出された 11 チームと開催主管県の合計 12 チ－ムによる選手権大会とする。ただ
し各地区代表選出方法については大会規則により各地区の判断にお任せする。

　
７．試合方法（別紙大会規則に詳細記載）
　　1 試合は 7 回戦もしくは試合開始から 1 時間 30 分を経て次のイニングには入らないものとする。

８．参加資格
　　 各都道府県郡市区歯科医師会の会員であること。また全国各都道府県歯科医師会および各都道府

県歯科医師連盟の会員であり、日本歯科医師会の会員および日本歯科医師連盟の会員であること
が望ましい。

　　
９．参加費用
　　各チ－ム 5 万円

10．出場登録ならびに出場人数
　（1）1 チーム出場登録人数は、監督・コーチを含め 25 名を原則とする｡
　（2）試合出場人数は登録人数と同数とする。
　（3）登録は実行委員会の決める所定の登録用紙（別紙）にて届け出るものとする。

以上
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第三回　全国歯科医師会野球大会規則

大会規則

　本大会は、スポ－ツ精神の高揚を図り、野球競技を通じて日本歯科医師会会員相互の健康と親睦を深
める事を目的として開催する。また第三回　全国歯科医師会野球大会は、平成 24 年 8 月 25 日開催の
日本歯科医師野球連盟設立総会にて承認された全国歯科医師会野球大会規則に準じて制定するものとす
る。

1．主催について
　　 日本歯科医師野球連盟規約　第 2 条により全国歯科医師会野球大会（以下本大会と称する）は日

本歯科医師野球連盟が主催しておこなう。

2．大会開催について
　①　開催日時：平成 26 年 11 月 22 日・23 日・24 日（振替休日）
　②　開 催 地：東京都立大井ふ頭中央海浜公園野球場
　　　　　　　　大田区立大田スタジアム
　③　 参加チ－ム：原則として各地域ブロック（資料 2）を代表するチ－ムとする。各地区からの推薦は、

各地区ブロック代表常任理事が、そのブロック毎にそれぞれ代表チ－ムを下記 3. 各地区代表チ
－ムについての記載に準じ推薦する。但し各地域ブロックにて大会開催がない場合は、各地区
ブロック内での取り決めにより日本歯科医師野球連盟へ推薦し常任理事会にて承認する。

3．各地区代表チ−ムについて
　　 各地区を代表するチ－ムについては、各地区ブロックの下記に該当するもののいずれかとする。

これについては、地区毎に判断していただく。
　①　各地区ブロック大会で本年度優勝したチ－ム
　②　各地区ブロック大会で前年度優勝したチ－ム
　③　各地区ブロックより選抜された選手で構成するチ－ム
　④　①または②のチ－ムを中心に地区ブロック内より選手を選抜されて構成されたチ－ム

4．参加チ−ム数：本大会参加チ－ムの数は 12 チ－ムとする。

5．大会実行委員会、大会役員、大会実行委員について
　　 本大会の円滑な運営を図るために日本歯科医師野球連盟規約　第 10 条の第 1 項により本大会役

員、実行委員会を設置する。また、同第 2 項により大会会長は、連盟会長が推薦し、常任理事会
の承認を得るものとする。

　　 大会運営の諸事業を担当する実行委員は、大会会長が推薦し実行員会を組織する。なお、大会委
員の互選により実行委員長を選出する。

6．事務局及び大会本部
　　 事務局は大会会長が定めるところに置く、また、本大会の期間中は開催球場に本部を置く。尚、

本部には大会役員ならびに実行委員が常駐する。

7．大会参加資格
　　 本大会の参加資格は、各都道府県郡市区歯科医師会の会員であること。また、全国各都道府県歯

科医師会会員および各都道府県歯科医師会連盟の会員であり、日本歯科医師会会員および日本歯
科医師連盟の会員であることが望ましい。

8．試　　合
　①　 試合は、当該年度大会要項に準じ、また当該年公認野球規則よって行うものとし、疑義が生じ

た場合は、適宜審判員の判断に委ねる。
　②　 試合中の諸問題については全て審判員の判断に委ねることとし、大会運営上の問題に限り大会

本部が判断を下すものとする。
　③　 予選リ－グ・準決勝の試合は 7 回戦でおこなう。試合開始後 1 時間半を超えて新しいイニング

には入らない。試合時間の管理は、審判団がおこなうものとする。
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大会規則

　　　 ただし、決勝戦については、時間制限は設定しない。また、7 回を終わって同点の場合は、延
長戦（サドンデスゲ－ム）を行う。ただし、9 回を終わって決着が着かない場合は、最終守備
位置にて 9 人でジャンケンにより決定する。

　④　代表チ－ムのユニフォ－ムは統一されたものでなければならない。
　　　ただし上記 3 －③・④に関しては、その限りではない。
　⑤　 大会は、23 日は 4 パ－ト（各パ－ト 3 チ－ムずつ）に分け全国歯科医師会野球大会開催要項

並びに同大会規則に準じて 7 回戦（制限時間 1 時間 30 分）の予選を行う。
　　　 勝ち点の上位（1 位）チ－ムが、24 日の決勝ト－ナメントへ進む。予選の抽選は、平成 26 年

10 月 9 日（木）開催の理事会・大会実行委員会の席にて、南から順番に抽選を行う。抽選は
各地区代表又は常任理事（欠席の場合は、日本歯科医師野球連盟会長）により抽選するものと
する。組み合わせ方法については別途定めるものとする。

　　　 なお決勝ト－ナメント（使用球場は、準決勝；大井ふ頭運動公園野球場 A・B、決勝；大田スタ
ジアムとする）の組み合わせ抽選は、23 日の懇親会の席上にて各パ－ト最上位の成績のチ－ム
の主将により予備抽選（第 1 ⇒第 2 ⇒第 3 ⇒第 4 パ－ト一位チ－ムの順に行う）を行う。予備
抽選の結果を踏まえて本抽選を行う。

　　　 また、23 日予選リ－グ敗戦チ－ムについては、24 日球場の空いているところで各チ－ム交渉
し親善試合をしていただきたい。

　⑥　各パ－トの 1 位の決め方、1 位とするものは以下のものとする。
　　　A　勝ち点方式とする。勝ち点の多いものを 1 位とする。
　　　B　勝ち点は、勝者には 3 点、引き分けは 1 点、敗者は 0 点とする。
　　　C　1 位の勝ち点が同位の場合は失点が少ないものを 1 位とする。
　　　D　C が同位の場合は得点の多いものを 1 位とする。
　　　E　D が同位の場合は、各チ－ム代表 9 名によるジャンケンとする。
　　　　　（勝ちの多い方を勝者とする）

9．出場選手登録
　　 各地区代表及び選手登録は、平成 26 年 10 月 31 日（金）までとし以降は認めない。なお、選

手登録票（パンフレット）等の記載事項の変更は監督会議の場で行うものとする。ただし、大会
当日までに各都道府県歯科医師会郡市区の会員に登録されたものは追加登録を認めるものとする。

10．競技者心得
　①　出場選手は必ずユニホーム、帽子を着用すること。
　②　 捕手は必ずヘルメット、レガースおよびプロテクターを着用すること打者、次打者および走者、

コーチャーボックスに入る選手は必ずヘルメットの着用をすること。
　③　球場内は必ずスパイク（金属製剣付きスパイクを禁止する）を履くこと。
　④　試合終了後、試合をおこなった両チームから各 5 名をだしてグランド整備にあたること。
　⑤　 一塁側・三塁側のファールボールの処理は、外野スタンドを含め各ベンチに入っているチ－ム

で行うこと。
　⑥　別紙により EDH 制を選択することができる。

11．大会使用ボール
　　 本大会で使用するボールは、ナガセケンコー株式会社「ケンコーボール」（軟式公認球　A 号）と

する。

12．スポーツ保険
　　スポーツ保険に関しては参加チーム毎に加入すること。

13．全国歯科医師会野球大会規則の変更について
　　 本規則に定めのない事項および規則の変更については連盟役員会において協議、改正をおこない、

すみやかに各都道府県歯科医師会野球チ－ム（部）へ通達し、総会で承認を求めるものであること。

附則　この規則は、平成 26 年度　第三回全国歯科医師会野球大会に摘要するものとする。
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交通アクセス
　都立大井ふ頭中央海浜公園　

　　東京都品川区八潮４丁目１番１９号

　大田スタジアム　

　　東京都大田区東海 1 丁目 2 番１0 号　　 ■　JR 大森駅東口から京急バス、大田スタジアムバス停下車

交通アクセス
■　JR「浜松町駅」→モノレール「大井競馬場前駅」(10 分 ) 下車→徒歩 10 分
■　JR「品川駅」東口→都バス（品 91・八潮パークタウン行）→「八潮南」（20 分）下車→徒歩 5 分
■　JR「大井町駅」東口→都バス（井 92・八潮パークタウン行）→「八潮南」（15 分）下車→徒歩 5 分

大会会場

監督会議・総会・懇親会場

A.B.C.D 野球場使用

スポーツの森

管理事務所
（監督会議）

大会事務局
C 球場バックネット裏

地　図

太田スタジアム
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平成 26 年度　第三回　全国歯科医師会野球大会監督会議
　日　時：平成 26 年 11 月 22 日（土）　午後 7 時 30 分〜
　場　所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）
　住　所：〒 102−0073　東京都千代田区九段北 4−2−25
　電　話：03-3261−9921　FAX：03-3261−9931

平成 26 年度　日本歯科医師野球連盟総会・懇親会
　日　時：平成 26 年 11 月 23 日（日）　午後 6 時 00 分〜　　総　　会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　午後 7 時 00 分〜　　懇 親 会（会費；1 万円 )
　場　所：アルカディア市ヶ谷（私学会館）
　住　所：〒 102−0073　東京都千代田区九段北 4−2−25
　電　話：03−3261−9921　FAX：03−3261−9931

第三回　全国歯科医師会野球大会日程
　大会開会式：平成 26 年 11 月 23 日（勤労感謝の日・日）午前 8：00 〜

都立大井ふ頭中央海浜公園野球場
　予　選：11 月 23 日（勤労感謝の日・日）試合開始時間 8：30 〜　

都立大井ふ頭中央海浜公園野球場
　　（迅速な選手交代を含め試合時間の短縮にご協力お願いいたします。）
　　　　　　 
　準決勝：11 月 24 日（振替休日）9：30 〜 11：00　A・B 球場
　決　勝：準決勝後　12：00 〜　大田スタジアム球場
　　☆　 大田スタジアム他の球場は、準決勝・決勝戦使用時間以外の時間は、予選敗退チ－ムの

親善試合にお使いください
　閉会式：表彰式　13：30 〜　　（決勝戦終了後）　大田スタジアム
　場　所：都立大井ふ頭中央海浜公園野球場他
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第三回 大会組み合わせ方法
1． 10 月 9 日開催の日本歯科医師野球連盟常任理事会・理事会・第 3 回全国歯科医師会野球大会実行

委員会にて組み合わせ抽選を行う。
2．九州ブロックより順番に北へ抽選を行う。
3． 抽選は、各地区ブロックの代表チ－ム代表又は代表常任理事により行う。常任理事が欠席の場合は、

日本歯科医師野球連盟会長が代理抽選を行う。
4． 抽選後各地区の事情により試合順番を変更して差し支えない。その場合は大会実行委員会に申し出

て、各パ－トのチ－ムに承認を得ねばならない。
5． 順番の変更は各地区より事前に申し出のあったものに限る。当日試合時間に間に合わない場合は不

戦敗とし、相手チ－ムに勝ち点 3 を与えるものとする。
6．組み合わせについて（各試合と抽選番号の若い方を一塁側のベンチとする）

　（別表）
　　　予　選　11 月 23 日
　　　決　勝　11 月 24 日
　抽選は、23 日懇親会の席で該当チ－ム主将より抽選を行う。
　抽選の順番は、第 1 パ－トの 1 位チ－ムより順番に第 2 ⇒第 3 ⇒第 4 パートと予備抽選を行い、そ
の結果の順によって本抽選を行う。

組み合わせ

第三回　歯科医師会野球大会組み合わせ
予選リーグ

　　第 1 パート

チーム名
 対戦相手 A．新潟 B．東京 C．福島

A．新潟 ① ②
B．東京 ① ③
C．福島 ② ③

　　第 2 パート

チーム名
 対戦相手 D．群馬 E，神奈川 F．岐阜

D．群馬 ④ ⑤
E．神奈川 ④ ⑥
F．岐阜 ⑤ ⑥

　　第 3 パート

チーム名
 対戦相手 G．九州 H．四国 I．岩手

G．九州連合 ⑦ ⑧
H．四国連合 ⑦ ⑨
I． 岩手 ⑧ ⑨

　　第 4 パート

チーム名
 対戦相手 J．富山 K．千葉 L．北海道

J．富山 ⑩ ⑪
K．千葉 ⑩ ⑫
L．北海道 ⑪ ⑫

優勝

第1パート2位

第2パート2位

A球場

大田スタジアム　11：30～

9：30～11：00

9：30～11：00

A

B

B球場

C

D

9：30～11：00大田スタジアム

第1パート3位

第2パート3位

11：30～13：00A球場

第3パート3位

第4パート3位

11：30～13：00B球場

第3パート2位

第4パート2位

9：30～11：00C球場

決勝トーナメント

予選参加チーム交流戦
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第三回　全国歯科医師会野球大会　試合時間割

大井ふ頭運動公園 C 球場 D 球場 大井ふ頭運動公園 E 球場

1   8：30 〜 10：00 新潟①東京 群馬④神奈川 1  9：00 〜 10：30 富山⑩千葉

2 10：20 〜 11：50 新潟②福島 九州⑦四国 2 10：50 〜 12：20 富山⑪北海道

3 12：10 〜 13：40 九州⑧岩手 群馬⑤岐阜 3 12：40 〜 14：10 東京③福島

4 14：00 〜 15：30 四国⑨岩手 神奈川⑥岐阜 4 14：30 〜 16：00 千葉⑫北海道

　また、C 球場・D 球場については、午前 7 時から使用が可能です。練習にお使いください。
　ただし、C 球場は午前 8 時から開会式をいたしますので準備の都合上午前 8 時で内野の使用はお控えくだ
さい。

第三回　全国歯科医師会野球大会成績表

　　第 1 パート

チーム名
 対戦相手 A．新潟 B．東京 C．福島 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

A．新潟 ① ②

B．東京 ① ③

C．福島 ② ③

　　第 2 パート

チーム名
 対戦相手 D．群馬 E，神奈川 F．岐阜 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

D．群馬 ④ ⑤

E．神奈川 ④ ⑥

F．岐阜 ⑤ ⑥

　　第 3 パート

チーム名
 対戦相手 G．九州 H．四国 I．岩手 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

G．九州連合 ⑦ ⑧

H．四国連合 ⑦ ⑨

I． 　岩手 ⑧ ⑨

　　第 4 パート

チーム名
 対戦相手 J．富山 K．千葉 L．北海道 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

J．富山 ⑩ ⑪

K．千葉 ⑩ ⑫

L．北海道 ⑪ ⑫

試合時間割／成績表
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北海道地区

北海道歯科医師会
チーム内

役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

顧　問 田　村　　　勇 たむら　いさむ 65 日本大学 Ｓ１８．４．２４ 札幌 北海道歯科医師野球
連盟会長

顧　問 石　川　千　里 いしかわ　ちさと ２８ 神奈川歯科大学 Ｓ２２．１．３０ 札幌 北海道歯科医師野球
連盟理事

代　表 鎌　田　友　次 かまだ　ともじ １４ 愛知学院大学 Ｓ２４．２．２5 札幌 北海道歯科医師野球
連盟副会長

監　督 松　崎　弘　明 まつざき　ひろあき ２１ 北海道医療大学 Ｓ３４．１１．２４ 札幌 北海道歯科医師会常
務理事

助　監 坂　東　　　信 ばんどう　しん ２０ 北海道医療大学 S ３7．３．１7 札幌 北海道歯科医師会代
議員

ヘッドコ－チ 庄　内　淳　能 しょうない　あつよし ００ 日本歯科大学 S ３6．9．２6 札幌

コ－チ 山　本　耕　一 やまもと　こういち ２5 奥羽大学 S ３３．３．３１ 札幌 北海道歯科医師野球
連盟理事長

コ－チ 金　山　直　樹 かなやま　なおき 75 神奈川歯科大学 S ３6．9．２5 札幌

コ－チ 服　部　真　幸 はっとり　まさゆき ４８ 北海道医療大学 S ３9．9．２１ 札幌

主　務 藤　田　雄　己 ふじた　ゆうき ２6 北海道医療大学 S 55．１０．２9 札幌

主　将 西　岡　秀　起 にしおか　ひでき ４ 北海道医療大学 S ４6．１２．１８ 札幌

投　手 安　岡　真　吾 やすおか　しんご ４7 北海道医療大学 S 5１．４．１８ 札幌

投　手 長　澤　　　稔 ながさわ　みのる ３０ 北海道医療大学 S 56．7．１３ 後志

捕　手 石　川　千　睦 いしかわ　ちむつ　 ８ 北海道医療大学 S 57．7．２１ 札幌

内野手 佐々木　昭　人 ささき　あきひと 6８ 北海道医療大学 S 5３．１１．１１ 札幌

内野手 高　橋　邦　治 たかはし　くにはる 6１ 北海道医療大学 S ４８．２．２４ 札幌

内野手 大　友　靖　臣 おおとも　やすおみ ０ 北海道医療大学 S ３８．１１．9 札幌

内野手 乾　　　友　典 いぬい　とものり １０ 神奈川歯科大学 S ４３．9．１6 札幌

内野手 高　野　光　彦 たかの　みつひこ ８9 北海道大学 S ４０．9．１３ 札幌

内野手 小笠原　信　吾 おがさわら　しんご 6２ 北海道医療大学 S ４４．１１．２9 札幌

外野手 工　藤　明　文 くどう　あきふみ １6 北海道医療大学 S ４３．9．２9 札幌

外野手 吉　田　安　宏 よしだ　やすひろ 55 北海道大学 S 5２．３．１０ 札幌

外野手 櫛　引　　　淳 くしびき　じゅん 6 北海道医療大学 S ４３．８．２5 札幌

外野手 志　村　俊　一 しむら　しゅんいち 9 東京歯科大学 S ４6．１２．9 札幌
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岩手県歯科医師会
チーム内

役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

部長・内 前　川　秀　憲 まえかわ　ひでのり 5３ 日大 S ３２．5．３ 盛岡市 県歯代議員会議長
地区歯会長

監督・内 金　子　良　司 かねこ　りょうじ １０ 松本歯大 S ３３．３．１４ 盛岡市 元県歯理事
前地区歯副会長

コーチ・捕 佐　藤　　　誠 さとう　まこと 55 東北大 S ２6．１０．１８ 盛岡市 元県歯常務理事
地区歯裁定委員長

コーチ・内 柴　田　　　理 しばた　おさむ 56 東北大 S ２7．３．5 盛岡市 元県歯理事
前地区歯会長

マネージャー・外 佐々木　隆　人 ささき　たかと １２ 神歯大 S ３８．１．9 岩手八幡平 県歯広報委員
地区歯広報委員

主　将・内 西　郷　史　郎 さいごう　しろう 5 岩医大 S ４４．5．２5 盛岡市 県歯社会保険常任委員
地区歯理事（社会保険）

副主将・内 黄川田　康　人 きかわだ　やすと ３5 岩医大 S ４5．5．１ 気　仙 県歯連盟評議員

副主将・内 遠　藤　憲　行 えんどう　のりゆき １ 岩医大 S ４８．１．３１ 久　慈 前県歯口腔保健センター委員
地区歯野球部主将

投　手 澤　田　　　勝 さわだ　まさる ２８ 日大松戸 S ２８．7．１０ 宮　古 元県歯連盟理事
元地区歯副会長

投　手 熊　谷　英　人 くまがい　ひでと ４１ 岩医大 S ３２．１１．８ 気　仙 県歯警察歯科委員
地区歯副会長

投　手 工　藤　淳　一 くどう　じゅんいち ４7 岩医大 S ３８．４．２ 盛岡市 県歯学術医療管理常任委員
地区歯理事（学術医療管理）

投　手 照　井　淑　之 てるい　よしゆき ３０ 岩医大 S ４８．9．7 花巻市 県歯総務室委員
地区歯地域保健委員

捕　手 前　田　誠一郎 まえだ　せいいちろう １４ 日大松戸 S 5１．7．２ 奥州市 地区歯学術医療管理委員

捕　手 松　嶋　　　拓 まつしま　たく 77 岩医大 S 5２．１１．４ 盛岡市 地区歯社会保険委員

内野手 佐々木　俊　彦 ささき　としひこ ２２ 神歯大 S ３８．２．２２ 盛岡市 元県歯広報委員
元地区歯理事

内野手 高　野　　　玄 たかの　げん ８9 北医療大 S ４7．１０．6 奥州市 前地区歯地域保健委員
地区歯野球部主将

外野手 土井尻　康　浩 どいじり　やすひろ ２４ 岩医大 S ３８．9．２１ 盛岡市 前地区歯広報委員

外野手 熊　谷　哲　也 くまがい　てつや 9 岩医大 S ４４．7．6 盛岡市 県歯警察歯科・調査室委員
地区歯理事（総務）

外野手 田　中　　　俊 たなか　すぐる １9 岩医大 S ４9．7．３０ 遠　野 県歯学術医療管理委員
地区歯学術医療管理委員

外野手 廣　澤　　　聡 ひろさわ　そう ０ 鶴見大 S 5２．9．２０ 気　仙 地区歯学術医療管理委員

東北地区
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東北地区

福島県合同チーム
チーム内

役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

監　督 牧　　　　　正 まき　ただし ２２ 奥羽大 S ３２． ２．２5 郡山市

ヘッドコーチ 佐　藤　克　也 さとう　かつや 会 -３０ 奥羽大 S ３０．１０．２5 会津若松市 市副会長

主　将 太　田　純　一 おおた　じゅんいち １２ 日大松戸 須賀川市

マネージャー 西　村　則　彦 にしむら　のりひこ 奥羽大 S ４5． ３．２２ 郡山市

投　手 北　畠　秀　樹 きたばたけ　ひでき １８ 九州歯大 S ３6． ８． ２ 郡山市

投　手 佐　藤　直　樹 さとう　なおき ２８ 奥羽大 S ４０． 7．１7 郡山市

投　手 今　村　一　路 いまむら　いちろ １３ 東歯大 S ４２． 6．２7 郡山市

捕　手 斧　田　輝　明 おのだ　てるあき ３ 鶴見大 S ４5． 9．１８ 須賀川市

捕　手 恩　田　圭　基 おんだ　けいき 会 -１０ 九州歯大 S ３6．１０． ４ 会津若松市 市理事

内野手 浅　井　政　一 あさい　まさかず　 9 奥羽大 S ４２． 6．１０ 郡山市 市理事

内野手 印　南　和　由 いんなみ　かずよし ８ 日　大 S ４１． 7． 7 郡山市

内野手 車　田　和　彦 くるまだ　かずひこ 7 東北大 S ４２． ３．２9 郡山市

内野手 本　内　秀　明 もとうち　ひであき ０ 日歯大 S ４２． 9．２7 須賀川市 　　

内野手 神　尾　貴　之 かみお　たかゆき 会 -０ 日歯大 S ４6． ８．１9 会津若松市 市理事

内野手 渡　部　圭　一 わたなべ　けいいち 会 -１２ 日大松戸 S ４２．１２．１２ 会津若松市 市理事

内野手 大　内　　　治 おおうち　おさむ ００ 奥羽大 S ４０． ３． 9 福島市

内野手 鈴　木　啓　之 すずき　ひろゆき １6 神歯大 S ３6． ４．２１ 郡山市

外野手 伊　藤　克　紀 いとう　かつのり 6 日　大 S ３８． 9．１7 郡山市 県理事

外野手 小　野　雅　洋 おの　まさひろ ２7 松本歯 S 5２． 5．２7 郡山市

外野手 古　賀　修　一 こが　しゅういち 5 奥羽大 S ４7． ４． ２ 須賀川市

外野手 市　場　　　正 いちば　ただし ２１ 奥羽大 S ４１． 5．１３ 郡山市

外野手 進　藤　　　巌 しんどう　いわお 会 -１８ 日　大 S ４5． 7．２４ 会津若松市 市理事

外野手 小　柴　　　誠 こしば　せい 会 -１１ 岩医大 S ４１． 9． ３ 会津若松市 市専務理事

外野手 二　瓶　好　暢 にへい　よしのぶ 会 -２5 奥羽大 S ４6． 9．１０ 会津若松市 市理事

外野手 本　田　祐　樹 ほんだ　ゆうき ３３ 東北大 S ３9． 7． 9 二本松市

外野手 樋　口　昌　男 ひぐち　まさお 福 -6 日歯（新潟） S ３４．１２． ４ 福島市
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関東地区

群馬県歯科医師会
チーム内

役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

監督・内 神　田　　　茂 かんだ　しげる ３０ 東京歯科大学 S ２２．5．８ 前橋市歯科医師会 元前橋監事

主務・内 斎　藤　　　理 さいとう　おさむ ３ 日本大学松戸 S ４３．１１．２6 渋川北群馬歯科医師会 渋川地域保健理事

主将・投 井　上　貴　司 いのうえ　たかし １ 愛知学院大学 S ４１．１．２３ 前橋市歯科医師会 元前橋広報理事

投　手 児　島　伸　也 こじま　しんや １４ 日本歯科大新潟 S ３８．２．7 高崎市歯科医師会 高崎公衆衛生理事

投　手 下　山　將　文 しもやま　まさふみ １８ 奥羽大学 S ４6．２．２４ 桐生市歯科医師会

捕　手 柳　沢　　　勲 やなぎさわ　いさお ８ 奥羽大学 S ４４．6．１３ 前橋市歯科医師会 前橋広報委員

捕　手 平　林　英　成 ひらばやし　ひでなり ２２ 日本大学松戸 S ４３．１２．１7 高崎市歯科医師会 高崎情報管理理事

内野手 岡　田　高　明 おかだ　たかあき ３9 鶴見大学 S ４０．３．9 前橋市歯科医師会 元前橋厚生理事

内野手 増　田　康　展 ますだ　やすひろ 6 松本歯科大学 S ４３．9．４ 太田新田歯科医師会 太田公衆衛生委員

内野手 戸　山　慶　太 とやま　けいた 7 日本歯科大新潟 S 5３．３．１４ 太田新田歯科医師会 太田公衆衛生委員

内野手 八　木　大　輔 やぎ　だいすけ １３ 東北大学 S 59．9．１４ 太田新田歯科医師会

内野手 間仁田　浩　一 まにた　ひろかず ４４ 日本大学 S ４5．6．１ 高崎市歯科医師会 高崎情報管理副理事

内野手 坂　爪　慎太郎 さかつめしんたろう ２３ 岩手医科大学 S 5０．１．１１ 桐生市歯科医師会

外野手 金　山　英　明 かなやま　ひであき ２ 東京歯科大学 S ４１．８．１7 前橋市歯科医師会 元前橋厚生委員

外野手 木　村　俊　介 きむら　しゅんすけ 5 新潟大学 S ４7．5．１１ 伊勢崎歯科医師会 伊勢崎広報委員

外野手 野　田　明　成 のだ　あきなり １０ 新潟大学 S 5３．7．３ 沼田利根歯科医師会 群馬県歯保険委員

外野手 鶴　谷　博　明 つるがや　ひろあき １6 日本歯科大新潟 S 5２．４．１6 伊勢崎歯科医師会 伊勢崎保険委員
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関東地区

千葉PHOENIX
チーム内

役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

顧　問 加　藤　想　士 かとう　そうし ３３ 愛知学院大 S １6．１１．１３ 市川市歯科医師会 県野球連盟会長・元県歯役員

顧　問 門　屋　高　靖 かどや　たかやす ３ 東京歯科大 S １5．１０．２４ 八千代市歯科医師会 県野球連盟元会長・元郡市会長

顧　問 砂　川　　　孝 すなかわ　たかし ２３ 日本大学歯 S ２5．１２．２5 千葉市歯科医師会 元監督

顧　問 砂　川　　　稔 すなかわ　みのる １ 日本大学歯 S ３１．5．２１ 習志野市歯科医師会 前監督、県歯連会長

監督・内 塚　田　幸　生 つかだ　ゆきお ２０ 日本大学松戸歯 S ４１．6．１9 柏市歯科医師会 県野球連盟副会長
郡市役員

主将・内 岩　根　健　二 いわね　けんじ １８ 松本歯科大 S ３6．１．２０ 千葉市歯科医師会 県野球連盟理事

コーチ 池　口　伸太郎 いけぐち　しんたろう ３5 日本大学松戸歯 S ２7．9．２6 船橋市歯科医師会 県野球連盟理事・元社保審
査委員

コーチ 日　暮　寛　之 ひぐらし　ひろゆき ８ 日本大学歯 S ３6．４．３ 印旛郡市歯科医師会 日・県野球連盟役員・
県歯副委員長

投手・外 井　上　宏　明 いのうえ　ひろあき １０ 日本大学松戸歯 S ３４．２．１6 千葉市歯科医師会 元郡市役員

投　手 大　野　　　一 おおの　はじめ １１ 日本大学松戸歯 S ４３．２．１9 柏市歯科医師会 県歯連盟役員

投手・内 鈴　木　　　淳 すずき　あつし ２１ 東京歯科大 S 5２．３．２6 市川市歯科医師会

投手・内 三　国　大　吾 みくに　だいご ２４ 日本大学松戸歯 S ４２．４．３０ 松戸市歯科医師会 元郡市役員

捕手・外 遠　藤　比呂喜 えんどう　ひろき 5 明海大 S ４１．１０．２１ 船橋市歯科医師会 郡市役員・県野球連盟理事

捕　手 杉　山　　　均 すぎやま　ひとし 9 日本大学松戸歯 S ４３．9．１5 柏市歯科医師会

内・外 櫻　田　雅　彦 さくらだ　まさひこ ２ 神奈川歯科 S ４３．5．１１ 印旛郡市歯科医師会

内野手 河　野　恭　介 こうの　きょうすけ ４ 東京歯科大 S 56．9．３０ 習志野市歯科医師会

内野手 川　津　良　介 かわづ　りょうすけ 6 日本大学松戸歯 S 5０．８．４ 千葉市歯科医師会 郡市役員

内野手 山　崎　源　人 やまざき　みなと ２２ 東京歯科大 S ３１．7．２２ 山武郡市歯科医師会 県野球連盟副会長

内野手 村　井　一　仁 むらい　かずひと ３４ 北医大 S ３9．7．１１ 習志野市歯科医師会 日・県歯野球連盟役員

内・コーチ 河　野　真　吾 こうの　しんご ４４ 昭和大 S ３9．４．１２ 八千代市歯科医師会

内・コーチ 鯨　岡　裕　晃 くじらおか　ひろあき 57 日本大学松戸歯 S ３6．9．7 銚子市歯科医師会

内・外 吉　澤　健太郎 よしざわ　けんたろう １２ 明海大 S ４9．6．１４ 習志野市歯科医師会

外野手 青　木　貴　寛 あおき　たかひろ ４１ 九州歯科大 S ４5．5．6 市川市歯科医師会 元郡市役員

外野手 榎　本　　　涼 えのもと　りょう １４ 日本大学歯 S 5３．7．２9 柏市歯科医師会

外野手 塚　本　康　紀 つかもと　やすのり ８８ 日本歯科大 S ４9．１１．6 松戸市歯科医師会
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

代　表 原　　　　　徹 ハラ　トオル ８ 愛知学院大歯学部 S ２6．１０．１３ 平塚 副会長

総監督 佐　野　健　三 サノ　ケンゾウ １ 日本大学歯学部 S 5．5．２6 藤沢 元会長

監　督 遠　藤　　　忍 エンドウ　シノブ １１ 東京歯科大学 S １5．１１．１０ 茅ヶ崎 会長

主　務 井　上　俊　彦 イノウエ　トシヒコ ３１ 鶴見大学歯学部 S ３４．２．6 相模原 専務理事

主　務 吉　田　耕　一 ヨシダ　コウイチ １０ 神奈川歯科大学 S ３１．9．１１ 藤沢 専務理事

主　将 奥　津　直　起 オクツ　ナオキ ３２ 神奈川歯科大学 S ４6．２．３ 茅ヶ崎

投　手 石　井　孝　一 イシイ　コウイチ ２5 鶴見大学歯学部 S ４5．８．２２ 川崎

投　手 奥　津　千　秋 オクツ　チアキ 5 日本大学松戸歯学部 S ４１．9．２１ 茅ヶ崎

投　手 笠　原　一　臣 カサハラ　カズオミ １４ 神奈川歯科大学 S ２０．9．２7 神奈川区 元副会長

捕　手 川　瀬　和　也 カワセ　カズヤ ３7 日本大学歯学部 S ３８．１１．２9 小田原 理事

内野手 中　村　哲　弥 ナカムラ　テツヤ ３ 東京歯科大学 S ４6．４．２6 横須賀 連盟理事

内野手 石　渡　　　淳 イシワタ　ジュン １6 日本歯科大学 S ４４．１．１7 相模原

内野手 藁　科　　　聡 ワラシナ　サトシ ２４ 東北大学歯学部 S ３5．１１．２6 相模原

内野手 坂　井　隆　信 サカイ　タカノブ １7 昭和大学歯学部 S ４４．１．２１ 川崎

内野手 勝　俣　直　樹 カツマタ　ナオキ ３9 神奈川歯科大学 S ４6．４．２４ 小田原

内野手 藤　原　　　潤 フジワラ　ジュン ３８ 日本歯科大学 S ４３．9．１ 川崎

外野手 石　川　茂　樹 イシカワ　シゲキ ２２ 鶴見大学歯学部 S ３１．7．２２ 戸塚区 理事

外野手 阿久澤　信　人 アクザワ　マコト ２7 松本歯科大学 S ４０．１０．5 川崎

外野手 桝　本　雄　次 マスモト　ユウジ 9 鶴見大学歯学部 S ４３．7．２7 川崎

外野手 岩　間　　　威 イワマ　タカシ 7 鶴見大学歯学部 S ３7．6．１２ 横須賀

外野手 鶴　重　良　太 ツルシゲ　リョウタ ３6 鹿児島大学歯学部 S ３6．８．１３ 藤沢

外野手 手　塚　雅　順 テヅカ　マサトシ ２6 日本歯科大学 S ４４．８．２０ 藤沢

外野手 高　橋　清　治 タカハシ　キヨハル 5 神奈川歯科大学 S ２４．7．８ 茅ヶ崎

外野手 梶　野　　　裕 カジノ　ユタカ ２８ 日本歯科大学 S 5４．８．４ 相模原

外野手 高　橋　　　力 タカハシ　ツトム ４２ 神奈川歯科大学 S ２３．１．４ 秦野伊勢原

神奈川県歯科医師会

関東地区
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

名誉顧問 新　井　桂　二 あらい　けいじ 6０ 日大 S 5．４．１7 八南 地区元副会長

部長・内 金　子　雅　一 かねこ　まさかず ３０ 日歯大 S ３２．３．２０ 中野 前地区理事

会　計 山　田　裕　二 やまだ　ゆうじ ２9 日歯大 S ２２．9．２４ 荒川

コーチ 澤　　　悦　夫 さわ　えつお ２８ 神歯大 S ２４．5．２８ 調布

副部長・投手 佐　藤　全　孝 さとう　まさたか １ 日歯大 S ３6．２．１０ 芝

副部長・内 番　田　秀　司 ばんだ　しゅうじ ２３ 東歯大 S ４０．6．２5 渋谷

主務・捕 高　峰　幸　志 たかみね　こうじ 6 日大 S ４０．２．１８ 大森 地区連盟理事

副主務・外 柳　沢　　　隆 やなぎさわ　たかし １6 鶴見大 S ４３．１２．２０ 品川 地区理事

投　手 中　村　雅　史 なかむら　まさし １８ 日歯大 S ４０．7．7 練馬

投　手 小　池　淳　美 こいけ　あつみ １２ 神歯大 S ３３．１２．１ 杉並

内野手 三　宅　正　泰 みやけ　まさやす 5 九歯大 S ４０．２．２7 杉並 地区役員

投　手 米　沢　　　傑 よねざわすぐる ３ 日大松戸 S ４０．9．１9 中野

投　手 中　島　　　陽 なかじま　よう 7 明海大 S ４０．４．８ 中野

投　手 林　　　宏　樹 はやし　ひろき １４ 日大 S ４３．6．１８ 品川

外野手 田　内　和　弘 たうち　かずひろ ２４ 神歯大 S ４１．9．１３ 八南

内野手 松　永　　　元 まつなが　はじめ ８ 日歯大 Ｓ ３9．１１．１０ 中野 元地区連盟理事

外野手 大　草　大　輔 おおくさ　だいすけ １7 鶴見大 S ４9．２．２ 八南

内野手 峯　岸　　　忠 みねぎし　ただし ４ 日大 S 5０．２．１８ 八南

外野手 松　田　浩　一 まつだ　ひろかず １１ 日歯大 S ３9．9．１6 練馬

外野手 新　谷　　　忠 にいや　ただし １5 神歯大 S ４３．7．9 荏原 地区連盟理事

外野手 星　野　吉　計 ほしの　よしかず ２ 松歯大 S ３7．１２．１８ 調布

内野手 河　野　　　勉 こうの　つとむ ０ 日歯大 S ３5．２．２２ 大森

外野手 落　合　正　英 おちあい　まさひで 9 神歯大 S 5２．7．9 目黒

内野手 小　野　　　浩 おの　ひろし １9 日歯大 S ３6．１．８ 品川 地区理事

外野手 直　井　康　嘉 なおい　やすよし ２２ 昭和大 S ３7．２．１３ 大森

内野手 関　根　陽　平 せきね　ようへい ２5 昭和大 S 5０．１．２２ 大森

外野手 高　畑　慎　哉 たかはた　しんや ２３ 明海大 S ４7．１．１８ 杉並

外野手 森　山　喜　雅 もりやま　よしまさ ２6 鶴見大 S ３7．２．１８ 中野

内野手 中　山　賢　一 なかやま　けんいち ２7 日歯大 S ４０．１２．２ 中野

外野手 山　本　直　秀 やまもと　なおひで　 ２１ 日歯大 S ４３．３．２9 四谷・牛込

投　手 青　山　　　太 あおやま　ふとし １３ 日大 S ３5．４．２9 北

大会サポーター 近　藤　　　保 こんどう　たもつ 東歯大 S ２３．１２．１０ 芝

大会サポーター 白須賀　岳　樹 しらすが　たけき 松歯大 S ３０．9．２２ 芝

東京都歯科医師会

東京地区
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

総監督 小　林　英　夫 こばやし　ひでお １7 日歯大 S ２４．３．３１ 新潟市

監督・投手 八　木　正　直 やぎ　まさなお ３０ 日歯大新潟 S ３２．１０．２８ 新潟市

主将・投 荒　井　節　男 あらい　せつお 6 日歯大新潟 S ３6．２．４ 新潟市 新潟県歯科医師会　
常務理事

投　手 蒲　澤　　　崇 かばさわ　たかし ２２ 日歯大新潟 S ４０．８．２１ 新潟市

内野手 近　藤　　　均 こんどう　ひとし ８ 日歯大新潟 S ２7．7．9 新潟市

内野手 石　山　泰　士 いしやま　やすし 7 日歯大新潟 S ３9．１１．１２ 新潟市

内野手 小　竹　弘　之 こたけ　ひろゆき １9 奥羽歯 S ３３．9．１８ 新潟市 新潟市歯科医師会 理事

内野手 長　沼　一　雄 ながぬま　かずお ２４ 新大歯 S ４４．5．２ 新潟市

内野手 金　子　康　弘 かねこ　やすひろ １２ 北医大歯 S ３３．８．１０ 新潟市

外野手 村　松　健　二 むらまつ　けんじ 5 日歯大新潟 S ２８．１．２5 新潟市

外野手 本　間　彰　一 ほんま　しょういち ２１ 日歯大新潟 S ３２．5．１7 新潟市

外野手 麻　生　直　哉 あさお　なおや ２３ 日歯大新潟 S ３３．３．１２ 新潟市

外野手 佐　藤　正　樹 さとう　まさき １１ 日歯大新潟 S ３5．４．２6 新潟市

外野手 五十嵐　　　渉 いからし　わたる ２０ 新大歯 S ４１．４．１８ 新潟市

外野手 深　町　博　臣 ふかまち　ひろおみ １４ 新大歯 S ３４．１０．２7 新潟市

外野手 伊　藤　　　陸 いとう　りく １6 新大歯 S 5１．４．１5 新潟市

外野手 長谷川　雅　之 はせがわ　まさゆき ２5 松歯大 S ４5．7．２ 新潟市

東海信越地区

新潟デンチャーズ
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

監　督 河　村　二　郎 かわむら　じろう 6 日本歯科大学 1960.9.25 加茂歯科医師会 日歯連会員対策委員

助監督 西　村　浩　一 にしむら　こういち 51 日本大学 1958.11.7 岐阜市歯科医師会

ヘッドコ－チ 松　田　一　雄 まつだ　かずお 1 広島大学 1956.11.5 郡上歯科医師会 郡上歯科医師会理事

主　務 松　田　和　則 まつだ　かずのり 55 朝日大学 1959.4.22 岐阜市歯科医師会

主　将 飯　田　敏　博 いいだ　としひろ 17 松本歯科大学 1967.1.20 羽島歯科医師会 羽島歯科医師会理事

投　手 加　藤　雅　彦 かとう　まさひこ 11 愛知学院大学 1957.12.7 関歯科医師会

投　手 岡　田　伸　介 おかだ　しんすけ 22 愛知学院大学 1975.11.29 岐阜市歯科医師会

投　手 中　野　雅　也 なかの　まさや 12 愛知学院大学 1974.8.20 三重県歯科医師会

投　手 佐　藤　文　昭 さとう　ふみあき 11 朝日大学 196３.1.25 愛知県歯科医師会

投　手 大　竹　伸　明 おおたけ　のぶあき 20 日本歯科大学 1975.7.2３ 静岡県歯科医師会

捕　手 石　川　清　規 いしかわ　きよのり 25 愛知学院大学 1978.9.9 海津歯科医師会

内野手 江　幡　晃　治 えばた　こうじ 2 愛知学院大学 1957.8.14 岐阜市歯科医師会

内野手 乗　松　隆　行 のりまつ　たかゆき 10 日本大学 1958.2.1 揖斐歯科医師会 揖斐歯科医師会会長

内野手 横　山　雅　行 よこやま　まさゆき 8 愛知学院大学 1968.1.26 岐阜市歯科医師会 岐阜市歯科医師会理事

内野手 伊　塚　良　彦 いずか　よしひこ 14 北海道大学 1972.8.15 岐阜市歯科医師会

内野手 築　山　智　圭 つきやま　ともか 1３ 愛知学院大学 1968.10.10 岐阜市歯科医師会

内野手 笠　原　亮　輔 かさはら　りょうすけ 18 愛知学院大学 1978.11.2 三重県歯科医師会

内野手 堀　　　　　穣 ほり　みのる 18 神奈川歯科大学 1980.7.18 静岡市歯科医師会

外野手 中　島　英一郎 なかしま　えいいちろう 5 日本大学松戸歯学部 1966.4.28 岐阜市歯科医師会 岐阜市歯科医師会理事

外野手 下　手　　　麿 しもて　まろ 12 愛知学院大学 197３.1.6 岐阜市歯科医師会

外野手 中　島　雄一郎 なかしま　ゆういちろう 16 大阪歯科大学 1968.12.16 関市歯科医師会 関市歯科医師会理事

主　務 福　井　直　子 ふくい　なおこ

東海信越地区

岐阜県歯科医師会
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

顧　問 永　森　靖　夫 ながもり　やすお 日本歯科大学 １9４１．０１．０5 富山市歯科医師会

顧　問 山　岸　敏　冶 やまぎし　としはる 大阪歯科大学 １9４０．０5．１１ 富山市歯科医師会

顧　問 小　林　憲　夫 こばやし　のりお 大阪歯科大学 １9４6．１０．２6 富山市歯科医師会 富山市歯科医師会直前会長

顧　問 岩　崎　弘　治 いわさき　ひろはる 新潟大学 １9４7．０８．２9 高岡市歯科医師会 高岡市歯科医師会直前会長

顧　問 河　村　　　允 かわむら　まこと ２１ 日本歯科大学 １9４6．１２．１２ 黒部市歯科医師会

監　督 杉　木　　　進 すぎき　すすむ ３０ 昭和大学 １96０．０１．０２ 富山市歯科医師会

助監督 朝　倉　慎一郎 あさくら　しんいちろう ２３ 日本歯科大学 １965．０３．１２ 富山市歯科医師会

主　将 渡　辺　光　生 わたなべ　みつお １３ 奥羽大学 １966．０４．２０ 射水市歯科医師会

副主将 佐　藤　友　保 さとう　ともやす １２ 朝日大学 １96８．０４．２6 下新川郡歯科医師会

会　計 片　岡　源　司 かたおか　げんじ ２9 大阪歯科大学 １96１．０5．１5 富山市歯科医師会

総　務 片　口　宗　久 かたぐち　むねひさ 77 朝日大学 １959．１１．０7 射水市歯科医師会 射水市歯科医師会会長

総務補佐 山　下　洋　之 やました　ひろゆき 7１ 朝日大学 １96４．０7．１０ 高岡市歯科医師会 高岡市歯科医師会理事

投　手 石　川　　　亨 いしかわ　とおる 9４ 朝日大学 １96８．０9．０４ 富山市歯科医師会 富山市歯科医師会理事

内野手 橋　本　正　博 はしもと　まさひろ ４４ 昭和大学 １95８．０２．２１ 富山市歯科医師会

内野手 島　田　正　史 しまだ　まさふみ ８ 昭和大学 １965．０6．２２ 黒部市歯科医師会

内野手 松　能　　　努 まつのう　つとむ ３5 神奈川歯科大学 １965．０３．１9 富山市歯科医師会

内野手 泉　　　照　雄 いずみ　てるお ３ 明海大学 １957．０１．１6 富山市歯科医師会

外野手 北　村　　　悟 きたむら　さとる ３３ 明海大学 １967．０9．２１ 高岡市歯科医師会

外野手 小　熊　淳　史 おぐま　あつし ２４ 奥羽大学 １97８．０４．０１ 魚津市歯科医師会

外野手 山　岸　敏　男 やまぎし　としお １ 明海大学 １97０．１２．２7 射水市歯科医師会

外野手 夏　目　明　恒 なつめ　めいこう 77 昭和大学 １97３．０6．１6 射水市歯科医師会

近畿北陸地区

富山県歯科医師会
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

顧　問 西　岡　忠　文 にしおか　ただふみ 香ー ００ 大阪歯科大学 S １３．２．9 高松市 県顧問

副顧問 竹　田　信　也 たけだ　しんや 徳ー ８０２０ 大阪歯科大学 S ２5．１２．２３ 徳島市 元県副会長

総監督 今　瀧　勝　己 いまたき　かつみ 香ー３０ 奥羽大 S ３４．１０．４ 高松市 郡市副会長

監督・投 松　木　倫　和 まつき　みちかず 香ー １１ 松本歯科 S ４４．１２．２ 高松市 県理事

主将・内 長　町　直　樹 ながまち　なおき 香ー １０ 愛知学院 S ３9．１２．5 高松市 郡市監事

副主将・外 今　城　広　治 いまじょう　こうじ 香ー5 九州歯科 S ４４．5．9 高松市 郡市専務

主務・外 林　　　秀　樹 はやし　ひでき 香ー２８ 日本大学 S ４０．9．5 高松市

内・外 種　田　博　道 たねだ　ひろみち 香ー２４ 朝日大 S ４5．２．２０ 高松市

内野手 菊　島　将　臣 きくしま　まさおみ 香ー２ 広島大 S ４7．7．３１ 高松市

コ－チ 神　山　拓　也 かみやま　たくや 香ー２０ 奥羽大 S 5１．２．２6 高松市

捕　手 田　中　愼　亮 たなか　しんすけ 香ー２9 九州大 S 55．４．２２ 高松市

愛媛監督 城　下　　　久 しろした　ひさし 愛ー２４ 福岡歯科 S ２7．9．１１ 新居浜市

愛媛助監督 大　澤　有　次 おおさわ　ゆうじ 愛−２6 福岡歯科 S ３３．5．２２ 上浮穴 郡市会長

主　将 今　井　洋　一 いまい　よういち 愛ー２３ 日本大学 S ３２．5．5 新居浜市 郡市理事

副主将 三　好　常　隆 みよし　つねたか 愛ー８ 福岡歯科 S ３9．１．２３ 伊予

外野手 松　本　　　信 まつもと　まこと 愛ー１ 明海大 S ３6．7．5 松山市

外野手 矢　野　正　敏 やの　まさとし 愛ー０ 新潟大 S ３7．5．８ 松山市

内野手 藤　田　栄　伸 ふじた　えいしん 愛ー４１ 岡山大 S ３7．7．１5 越智郡 郡市理事

外野手 濱　本　定　俊 はまもと　さだとし 愛ー9 鹿児島大 S ３9．１．２０ 松山市

投　手 安　井　　　章 やすい　あきら 愛ー7 長崎大 S ３9．6．6 松山市

外野手 日　野　　　泰 ひの　やすし 愛ー6 北医大 S ３9．１０．２１ 東温市

内野手 高　田　晋　作 たかた　しんさく 愛ー１８ 九州歯科 S ４０．6．３ 松山市

捕　手 長　野　寛　志 ながの　ひろし 愛ー２7 愛知学院 S ４０．5．２6 宇摩

投　手 林　　　秀　欣 はやし　ひでよし 愛ー４４ 日本歯科 S ４４．３．４ 松山市

高知監督内野 岩　田　耕　三 いわた　こうぞう 高ー３ 大阪歯科大学 S ３6．２．２5 高知市 県理事

内野手 長　野　健　司 ながの　けんじ 高ー１6 大阪歯科大学 S ３８．１．6 高知市

内・外 山　下　浩　二 やました　こうじ 高ー ２7 徳島大 S 5１．7．２３ 高知市

内野手 大　西　和　久 おおにし　かずひさ 徳ー 7 大阪歯科大学 S ３４．２．9 徳島市

投・内・外 湯　本　浩　道 ゆもと　ひろみち 徳ー １6 徳島大 S ４２．9．9 徳島市

内野手 飛　梅　　　悟 とびうめ　さとる 徳ー ０ 徳島大 S ４7．5．３０ 徳島市

内野手 兼　松　義　典 かねまつ　よしのり 徳ー 5 朝日大 S 5１．7．１5 徳島市

外野手 日　下　　　淳 くさか　じゅん 徳ー １３ 北医大 S ４０．5．２０ 徳島市

四国アイランドD

四国地区
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チーム内
役職並びに
ポジション

名　前 ふりがな 背番号 出身大学 生年月日 所属郡市区名

日歯・日歯連盟・都
道府県および所属郡
市区内での歯科医師
会並びに連盟の役職

顧　問 長　谷　宏　一 はせ　ひろかず 九歯大 S １5．８．２6 福－福岡市 九州地区連合歯科医師会会長
福岡県歯科医師会会長

顧　問 千　場　正　昭 せんば　まさあき 熊ー１ 九歯大 S １9．9．４ 熊本市 元県国保理事・元連盟理事

顧　問 榎　本　通　典 えのもと　みちのり 福北ー 5０ 鶴見大歯 S ２6．9．１０ 福－小倉 三地区歯科医師親善野球大会
事務局長　福－小倉－副会長

代　表 長　楽　謙　輔 ちょうらく　けんすけ 鹿ー １9 大歯 S １7．２．１9 鹿－薩摩川内市 九州地区歯科医師会
野球連盟会長

監督・内 村　岡　建　夫 むらおか　たてお 鹿ー ３０ 九歯大 S ２6．１２．２ 鹿－出水郡 鹿ー出水郡ー会長

助監督・内 上　田　　　博 うえだ　ひろし 熊ー ３０ 愛知学院大歯 S ２４．１．２ 熊－八代 熊－八代市－元副会長
熊－県歯連盟元監事

ヘッドコ－チ・内 龍　　　昭一郎 りゅう　しょういちろう 福南ー １８ 日大歯 S ３１．7．２5 福－柳川山門 福南－学術

コ－チ 鬼　塚　啓　史 おにつか　けいし 熊ー ２２ 九歯大 S ２9．5．１6 熊－熊本市

主　務 清　水　久　喜 しみず　ひさき 鹿−１２ 鹿大歯 S ３7．３．5 鹿－串木野日置

主務（広報担当） 相　田　真　子 あいだ　まこ 大ー ４８ S 59．7．6

主将・投手 東　山　隆　勇 ひがしやま　たかお 福西ー ３０  福歯大 S ２８．８．４ 福ー福岡市

投　手 井　上　康一郎 いのうえ　こういちろう 長ー １9 長大歯 S ４9．7．１9 長ー西彼

投　手 神　本　　　洋 かみもと　ひろし 福北ー ２１ 九歯大 S ４４．5．１5 福－八幡

投　手 川　村　隆　造 かわむら　りゅうぞう 福西ー ２８ 九歯大 S ４８．１２．5 福－福岡市

捕　手 田　中　弥　信 たなか　やすのぶ 熊ー １7 明海大歯 S ４１．7．２２ 熊－菊池郡市 熊－菊池郡市－学校歯科理事

捕　手 盛　根　将　隆 もりね　まさたか 福西−１6 福歯大 S 6０．9．３０ 福－福岡市

内野手 木　畠　芳　則 きばた よしのり 福北ー １８ 九歯大 S ４０．１０．３０ 福－小倉 福－医療管理部会部員

内野手 小　林　善　郎 こばやし　よしろう　 佐ー 7 九大歯 S 5３．6．２４ 佐ー神崎地区

内野手 東　島　伸　氏 ひがしじま　しんじ 佐−１１ 日本歯科大 S ４２．１１．１１ 佐－佐賀市

内野手 深　町　太伊地 ふかまち　たいち 福南ー ２０ 九歯大 S 55．２．８ 福－浮羽

内野手 松　尾　康　平 まつお　こうへい　　 福西ー １０ 福歯大 S ４6．１１．２８ 福－福岡市

内野手 守　永　知　弘 もりなが　ともひろ 福北ー １6 福歯大 S ４9．１２．１８ 福－小倉

内野手 山　口　智　己 やまぐち　ともみ 鹿ー ３ 日大歯 S ３7．１２．８ 鹿－薩摩川内市

内野手 弓　場　光　泰 ゆみば　みつやす 宮ー １ 神歯大 S ４9．３．２３ 宮ー宮崎市

外野手 比志島　　　剛 ひしじま　つよし 鹿ー １０ 九歯大 S ３7．１０．１４ 鹿－南薩摩 鹿－南薩摩－専務理事

外野手 宮　﨑　浩　文 みやざき　ひろふみ 福西−１８ 北海道医療大歯 S ４４．１．１ 福－福岡市

外野手 吉　田　　　一 よしだ　はじめ 大−２４ 長大歯 S 5０．８．２ 大－佐伯市

九州地区連合歯科医師会
九州地区
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※親善大会の為、順はなし

　岩見沢歯科医師会
　秋田県歯科医師会野球部
　福島県選抜チーム 
　群馬県選抜 
　千葉 PHOENIX
　東京都歯科医師会野球部
　神奈川県歯科医師会野球連盟選抜
　長野県歯科医師会
　長岡フェニックス
　静岡県歯科医師会野球部
　愛知県・三重県連合チーム
　　愛知県歯科医師会野球部
　　三重県歯科医師会野球部
　岐阜県歯科医師会野球部
　富山県歯科医師会野球同好会
　四国連合
　九州選抜北チーム
　九州選抜南チーム

第1回大会（親善大会）出場チーム
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第 2 回全国歯科医師会野球大会成績表
決勝トーナメント

予選

優　　勝
九州地区連合歯科医師会

北海道（旭川歯科医師会） 九州地区連合歯科医師会 岩手県歯科医師会 神奈川県歯科医師会

5x

1 3

4

7 0

千葉県歯科医師会 長野県歯科医師会 岩手県歯科医師会 勝 負 分 勝点 得点 失点 順位

千葉県歯科医師会 5−5 3−4 0 1 1 1 8 9 2

長野県歯科医師会 5−5 6−11 0 1 1 1 11 16 3

岩手県歯科医師会 4−3 11−6 2 0 0 4 15 9 1

神奈川歯科医師会 宮城県歯科医師会 岐阜県歯科医師会 勝 負 分 勝点 得点 失点 順位

神奈川県歯科医師会 8−5 2−2 1 0 1 3 10 7 1

宮城県歯科医師会 5−8 6−3 1 1 0 2 11 11 2

岐阜県歯科医師会 2−2 3−6 0 1 1 1 5 8 3

群馬県歯科医師会 福島県歯科医師会 九州地区歯科医師会 勝 負 分 勝点 得点 失点 順位

群馬県歯科医師会 4−6 1−6 0 2 0 0 5 12 3

福島県歯科医師会 6−4 0−1 1 1 0 2 6 1 2

九州地区歯科医師会 6−1 1−0 2 0 0 4 7 1 1

東京都歯科医師会 北海道歯科医師会 四国地区歯科医師会 勝 負 分 勝点 得点 失点 順位

東京都歯科医師会 3−6 5−4 1 1 0 2 8 10 2

北海道歯科医師会 6−3 5−2 2 0 0 4 11 5 1

四国地区歯科医師会 4−5 2−5 0 2 0 0 6 10 3

第 2 回全国歯科医師会野球大会各賞受賞者
賞名 賞状記入名（チーム名） 賞名 賞状記入名（チーム名）

優勝 九州地区連合歯科医師会 敢闘賞 清水　功之　宮城県

準優勝 岩手県歯科医師会 敢闘賞 小柴　　誠　福島県

3位 神奈川県歯科医師会 敢闘賞 増田　康展　群馬県

3位 旭川歯科医師会 敢闘賞 土屋　雅洋　長野県

最優秀選手 井上康一郎　長崎県 敢闘賞 青木　貴寛　千葉県

最優秀投手 河村　隆造　福岡県 敢闘賞 中村　雅史　東京都

優秀選手賞 田中　　俊　岩手県 敢闘賞 加藤　雅彦　岐阜県

優秀選手賞 中港　誠幸　北海道 敢闘賞 日野　　泰　四国連合

優秀選手賞 石井　孝一　神奈川県
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第三回全国歯科医師会野球大会
主　　催　　　日本歯科医師野球連盟

会　　長　　新　井　桂　二
副 会 長　　砂　川　　　稔
副 会 長　　原　　　　　徹
幹 事 長　　河　村　二　郎
常任理事　　鎌　田　友　次
常任理事　　及　川　徳　洋
常任理事　　佐　藤　　　理
常任理事　　杉　木　　　進
常任理事　　丸　山　忠　治
常任理事　　新　藤　　　洋
常任理事　　今　瀧　勝　己
常任理事　　長　楽　謙　輔
理　　事　　山　田　裕　二
理　　事　　高　峯　幸　志
理　　事　　中　村　雅　史
理　　事　　柳　沢　　　隆
理　　事　　金　子　雅　一
理　　事　　中　島　　　陽
理　　事　　田　内　和　弘
理　　事　　遠　藤　　　忍
理　　事　　井　上　俊　彦

理　　事　　佐　野　健　三
理　　事　　吉　田　耕　一
理　　事　　加　藤　想　士
理　　事　　門　屋　高　靖
理　　事　　日　暮　寛　之
理　　事　　河　野　真　吾
理　　事　　中　野　仁　史
理　　事　　佐　藤　　　徹
理　　事　　佐　藤　弘　喜
理　　事　　西　村　浩　一
理　　事　　榎　本　通　典
理　　事　　千　場　正　昭
監　　事　　佐　藤　　　誠
監　　事　　竹　田　信　也

主　　管　　一般社団神奈川歯科医師会
大会会長　　髙　橋　紀　樹
実行委員長　遠　藤　　　忍

発行責任者 
河　村　二　郎

（連絡先：０9０-３１5８-８１２３）



歯科医師だけでなく、歯科診療所に従事する歯科衛生士、
歯科助手、事務など従業員の方（歯科技工士を除く）も
加入することができます。

年齢が若いほど掛金額が低く設定されており、加入期間
中ずっと変わりません。同じ年金額なら、早く加入するほど
負担は小さくなります。

ご希望の掛金額に応じた将来の年金見込額や、所得税の軽減見込額などがわかる
「マイプラン」をお作りします。

歯科医師

年金を受け取るまで、受け取ってから、それぞれにメリットがあります。

従業員の方も加入できます 早く加入するほどおトクです

65歳から生涯受け取る終身年金が基本ですので、
長生きリスクに対応できます。

❶ 終身年金が基本
支払う掛金、受け取る年金、それぞれが控除の対象
となり、税金が軽減されます。

❷ 税制上の優遇措置

加入時に掛金額を設定した時点で将来の年金額が
決まります。

❸ 年金額が確定、掛金額も一定
終身年金と確定年金を組み合わせて、年金額や受取
期間を自由に設定することができます。

❹ 自由なプラン設定

歯科医師と従業員の味方です。

〒102-0076　
東京都千代田区五番町12-11
泉館五番町ビル2F
http://www.npfunddent.or.jpTEL 03-3262-9294　FAX 03-3262-9298

0120-155-950

老後の備えと節税対策に、歯科医師国民年金基金をご活用ください。




