
Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４～６年男子 1.2 km スプリント フリー 予選

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:55 終了時間 10:40

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 16 岡田　滉樹(5) 飯山小 3:51.66 0.00 予選通過
2 5 西本みずき(6) 芸北道場 3:53.75 +2.09 予選通過
3 4 川邊　仁太(5) 山ノ内東小 3:56.32 +4.66 予選通過
4 33 森　　稟桜(5) 木島平小 4:02.81 +11.15 予選通過
5 59 徳竹　佑哉(5) 山ノ内北小 4:03.49 +11.83 予選通過
6 3 佐藤　　虹(6) 木島平小 4:04.67 +13.01 予選通過
7 27 大平　裕貴(6) 飯山東小 4:04.84 +13.18 予選通過
8 6 池田　遼一(6) 妙高高原北小 4:05.60 +13.94 予選通過
9 2 吉池　泰一(6) 山ノ内北小 4:06.02 +14.36 予選通過

10 8 霜鳥　友作(6) 妙高小 4:07.86 +16.20 予選通過
11 34 滝澤　　蓮(5) 山ノ内南小 4:08.58 +16.92 予選通過
12 28 我田　　柊(6) 南魚沼ＪＲＣ 4:10.35 +18.69 予選通過
13 47 千野　伸河(6) 飯山小 4:11.86 +20.20 予選通過
14 81 関　　照永(5) 南魚沼ＪＲＣ 4:13.48 +21.82 予選通過
15 9 松澤　柊斗(6) 泉台小 4:14.52 +22.86 予選通過
16 26 川久保力生(5) 戸狩小 4:15.41 +23.75 予選通過
17 55 前田　志颯(4) 白馬北小 4:15.60 +23.94 予選通過
18 37 山崎　広翔(6) 山ノ内西小 4:16.96 +25.30 予選通過
19 64 山﨑　　悠(5) 飯山小 4:18.39 +26.73 予選通過
20 78 柴草　佑輝(4) 山ノ内南小 4:20.34 +28.68 予選通過
21 18 陸川　　前(6) 中郷小 4:20.75 +29.09 予選通過
22 21 佐藤　　秀(6) 山ノ内南小 4:21.01 +29.35 予選通過
23 1 松本　新大(6) 嬬恋西部小 4:21.02 +29.36 予選通過
24 51 町田　朝陽(6) 山ノ内南小 4:21.21 +29.55 予選通過
25 23 堀米　結丸(6) 山ノ内西小 4:22.44 +30.78 予選不通過
26 20 草本留嘉寿(5) 白馬南小 4:22.98 +31.32 予選不通過
27 29 森　　優太(6) 野沢温泉小 4:23.16 +31.50 予選不通過
28 35 丸山　瑞樹(6) 泉台小 4:24.72 +33.06 予選不通過
29 138 片山　　芽(5) 小谷小 4:26.25 +34.59 予選不通過
30 46 宮入　俊輔(5) 山ノ内東小 4:26.47 +34.81 予選不通過
31 109 幾田　朋郎(5) 小谷小 4:26.77 +35.11 予選不通過
32 85 徳竹　皆人(5) 山ノ内西小 4:27.11 +35.45 予選不通過
33 90 濱谷　天冴(6) 小谷小 4:29.28 +37.62 予選不通過
34 40 岸本　昇大(6) 妙高高原北小 4:29.57 +37.91 予選不通過
35 72 大塚　由愛(6) 南魚沼ＪＲＣ 4:29.85 +38.19 予選不通過
36 25 武江　淳樹(6) 牧ＸＣ 4:31.14 +39.48 予選不通過
37 12 村越　郁也(6) 小谷小 4:31.18 +39.52 予選不通過
38 69 須田　愛佑(6) 山ノ内西小 4:31.31 +39.65 予選不通過
39 106 稲田　結矢(6) 山ノ内南小 4:31.32 +39.66 予選不通過
40 96 櫻井　直道(4) 山ノ内西小 4:32.45 +40.79 予選不通過
41 36 小島　海翔(6) 矢代ＪＳＣ 4:33.94 +42.28 予選不通過
42 42 丸山　海翔(5) 小谷小 4:35.44 +43.78 予選不通過
43 84 鷲野　彪雅(6) 飯山小 4:37.13 +45.47 予選不通過
44 45 上原　大和(5) 戸狩小 4:37.98 +46.32 予選不通過
45 14 小堺　陽日(4) まつだいCSC 4:39.47 +47.81 予選不通過
46 17 大日方彩吹(5) 常盤小 4:39.59 +47.93 予選不通過
47 73 中川　敬太(6) 小谷小 4:40.16 +48.50 予選不通過
48 98 江口　航太(4) 戸狩小 4:40.47 +48.81 予選不通過
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49 53 富井　祥全(6) 野沢温泉小 4:44.87 +53.21 予選不通過
50 19 嶋田　大輝(5) 科野小 4:45.89 +54.23 予選不通過
51 24 小林　拓海(6) 木島小 4:46.04 +54.38 予選不通過
52 41 内田　玲温(6) 南魚沼ＪＲＣ 4:46.71 +55.05 予選不通過
53 137 荻井　健多(5) 南魚沼ＪＲＣ 4:46.90 +55.24 予選不通過
54 119 小野沢秀太(5) 山ノ内西小 4:46.99 +55.33 予選不通過
55 63 沼田　渉聖(6) 飯山東小 4:47.00 +55.34 予選不通過
56 30 金澤　琉唯(5) 小千谷南小 4:47.14 +55.48 予選不通過
57 11 藤巻　馨成(6) おぢやファイトクラブ 4:47.40 +55.74 予選不通過
58 38 山田　梨人(5) 木島平小 4:47.63 +55.97 予選不通過
59 75 小林　唯仁(4) 木島平小 4:47.74 +56.08 予選不通過
60 54 関原　永喜(5) 中郷小 4:48.38 +56.72 予選不通過
61 50 宮島　早水(6) 木島平小 4:48.57 +56.91 予選不通過
62 80 湯本　眞生(6) 木島平小 4:48.63 +56.97 予選不通過
63 67 伊東　元弐(6) 木島小 4:48.91 +57.25 予選不通過
64 43 中村　昂生(6) 牧ＸＣ 4:50.05 +58.39 予選不通過
65 49 加藤　向陽(6) 中郷小 4:50.55 +58.89 予選不通過
66 7 井ノ上祐馬(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 4:52.90 +1:01.24 予選不通過
67 146 山本　悠介(4) 山ノ内南小 4:53.50 +1:01.84 予選不通過
68 39 山﨑　野生(6) 木島小 4:54.51 +1:02.85 予選不通過
69 101 清水　大幹(6) 山ノ内東小 4:54.62 +1:02.96 予選不通過
70 48 市川　　慧(6) 科野小 4:55.60 +1:03.94 予選不通過
71 120 富井　福太(4) 野沢温泉小 4:55.72 +1:04.06 予選不通過
72 22 丸山　大夢(6) 白馬北小 4:56.13 +1:04.47 予選不通過
73 112 横尾　洸樹(6) 牧ＸＣ 4:56.20 +1:04.54 予選不通過
74 52 服部　奏汰(6) 泉台小 4:56.44 +1:04.78 予選不通過
75 77 岡田　龍介(4) 中郷小 4:57.06 +1:05.40 予選不通過
76 89 池田　拓未(6) 山ノ内南小 4:57.50 +1:05.84 予選不通過
77 44 市川　　光(6) 野沢温泉小 4:57.61 +1:05.95 予選不通過
78 99 鷲野　流冴(4) 飯山小 4:58.72 +1:07.06 予選不通過
79 88 相浦　隼人(4) 中郷小 4:58.98 +1:07.32 予選不通過
80 82 須賀田虎珀(5) 妙高高原北小 4:59.48 +1:07.82 予選不通過
81 86 鈴木　聖永(5) 木島平小 4:59.88 +1:08.22 予選不通過
82 15 松本　丈陽(6) 上組小 4:59.99 +1:08.33 予選不通過
83 74 黒岩　桔平(5) 山ノ内東小 5:00.67 +1:09.01 予選不通過
84 100 関　　天凱(4) 木島小 5:00.75 +1:09.09 予選不通過
85 94 中山　陽向(5) 山ノ内南小 5:00.99 +1:09.33 予選不通過
86 110 後藤　涼祐(4) 妙高高原北小 5:02.38 +1:10.72 予選不通過
87 136 山本　　幸(4) 山ノ内南小 5:02.43 +1:10.77 予選不通過
88 62 中澤　拓斗(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ 5:03.08 +1:11.42 予選不通過
89 65 大宮　魁和(4) 矢代ＪＳＣ 5:03.23 +1:11.57 予選不通過
90 123 島﨑陽一朗(4) 木島平小 5:04.77 +1:13.11 予選不通過
91 134 佐藤　汰祐(5) 山ノ内西小 5:05.19 +1:13.53 予選不通過
92 71 岡田　辰之助(6) 妙高高原北小 5:06.64 +1:14.98 予選不通過
93 125 桜井　京介(4) 山ノ内南小 5:06.72 +1:15.06 予選不通過
94 114 宮下　　鷹(5) 矢代ＪＳＣ 5:07.14 +1:15.48 予選不通過
95 147 小林　朋樹(6) 山ノ内西小 5:07.56 +1:15.90 予選不通過
96 31 笠原　　晴(4) 信濃小中 5:07.99 +1:16.33 予選不通過
97 92 祢津　晋作(4) 木島平小 5:10.82 +1:19.16 予選不通過
98 83 池田　隼人(5) 科野小 5:11.52 +1:19.86 予選不通過
99 131 伊東　旺祐(4) 木島小 5:11.88 +1:20.22 予選不通過

100 13 町田　征隆(6) 草津小 5:13.15 +1:21.49 予選不通過
101 122 望月　優希(4) 山ノ内南小 5:14.08 +1:22.42 予選不通過
102 108 佐藤　　瑠(4) 木島平小 5:14.25 +1:22.59 予選不通過
103 130 進藤　聖真(4) 飯山小 5:15.19 +1:23.53 予選不通過
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104 91 望月　優斗(5) 戸狩小 5:16.18 +1:24.52 予選不通過
105 121 土屋　大地(6) 木島平小 5:17.31 +1:25.65 予選不通過
106 93 茂手木真生(5) 野沢温泉小 5:18.13 +1:26.47 予選不通過
107 68 渡邊　雄亮(6) 科野小 5:18.22 +1:26.56 予選不通過
108 118 手塚　康介(5) 妙高高原北小 5:20.29 +1:28.63 予選不通過
109 79 河野　快成(5) 野沢温泉小 5:21.07 +1:29.41 予選不通過
110 113 久保田八雲(5) 野沢温泉小 5:21.17 +1:29.51 予選不通過
111 32 町田　煌季(4) 倭小 5:22.03 +1:30.37 予選不通過
112 70 米川　昊輝(4) 牧ＸＣ 5:23.14 +1:31.48 予選不通過
113 76 中條　斗稀(4) 泉台小 5:24.49 +1:32.83 予選不通過
114 102 和田翔太郎(4) 木島平小 5:24.68 +1:33.02 予選不通過
115 111 宮尾　一樹(4) 中郷小 5:27.01 +1:35.35 予選不通過
116 105 佐藤　泉起(5) 南魚沼ＪＲＣ 5:27.34 +1:35.68 予選不通過
117 127 山﨑　　凌(4) 戸狩小 5:29.50 +1:37.84 予選不通過
118 58 佐藤慎之介(5) おぢやファイトクラブ 5:32.21 +1:40.55 予選不通過
119 116 内田　翔介(4) 矢代ＪＳＣ 5:34.68 +1:43.02 予選不通過
120 87 髙橋　勇翔(4) 泉台小 5:39.21 +1:47.55 予選不通過
121 133 栗林虎太郎(4) 戸狩小 5:40.02 +1:48.36 予選不通過
122 142 久保田咲羽(4) 野沢温泉小 5:41.50 +1:49.84 予選不通過
123 117 中村　恭也(4) 牧ＸＣ 5:42.20 +1:50.54 予選不通過
124 144 湯本　悠行(4) 木島平小 5:43.48 +1:51.82 予選不通過
125 150 小林　歩生(4) 山ノ内南小 5:43.61 +1:51.95 予選不通過
126 140 宮島　光風(4) 木島平小 5:44.52 +1:52.86 予選不通過
127 56 大久保礼二郎(5) 嬬恋西部小 5:46.23 +1:54.57 予選不通過
128 107 服部　史弥(4) 泉台小 5:46.83 +1:55.17 予選不通過
129 97 エンライト聖滋(5) 白馬南小 5:46.90 +1:55.24 予選不通過
130 115 渡邊　慧梧(4) 科野小 5:49.14 +1:57.48 予選不通過
131 126 桐山　惺向(4) 中郷小 5:51.13 +1:59.47 予選不通過
132 66 小笠原　宙(5) 戸狩小 5:53.63 +2:01.97 予選不通過
133 57 セイラー舞空(5) 草津小 5:55.56 +2:03.90 予選不通過
134 139 畑山　俊陽(5) 妙高高原北小 5:56.81 +2:05.15 予選不通過
135 103 山川　隆一(5) 妙高小 5:59.45 +2:07.79 予選不通過
136 151 本山　來生(4) 木島平小 6:04.33 +2:12.67 予選不通過
137 124 酒井　海翔(6) 泉台小 6:04.42 +2:12.76 予選不通過
138 95 干川　清矢(4) 嬬恋西部小 6:06.53 +2:14.87 予選不通過
139 141 藤井　建樹(6) 中郷小 6:08.59 +2:16.93 予選不通過
140 132 市川　　遼(4) 科野小 6:28.54 +2:36.88 予選不通過
141 61 内田　麗斗(5) 妙高小 6:31.16 +2:39.50 予選不通過
142 129 山本　祐輔(4) 山ノ内東小 6:37.99 +2:46.33 予選不通過
143 145 鈴木　翔大(5) 妙高高原北小 6:41.19 +2:49.53 予選不通過
144 149 金子　朋暉(4) 泉台小 6:54.32 +3:02.66 予選不通過
145 135 金子　遥紀(6) 泉台小 7:00.30 +3:08.64 予選不通過
146 148 富井　大作(4) 野沢温泉小 7:53.60 +4:01.94 予選不通過
147 143 斉藤　賢大(5) 中郷小 8:01.80 +4:10.14 予選不通過

10 岡田　拓馬(6) 矢代ＪＳＣ DS 予選不通過
60 伊藤　光汰(5) 白馬南小 DS 予選不通過

104 尾川　　玄(4) 白馬北小 DS 予選不通過
128 宮﨑　大翔(4) 嬬恋西部小 DS 予選不通過
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雪温 気温
09:30  曇り  良 0℃ 8℃ 51％ 無風

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
151 147 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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Cross-country長野県スキー連盟公認

第53回野沢温泉少年スキー大会

公式成績表

小学４～６年男子 1.2 km スプリント フリー

野沢温泉／長野 2017/03/19 開始時間 09:55 終了時間

 技術代表 東　　禎孝 ＳＡＮ  コース名 南原クロスカントリーコース

 競技委員長 市川　　昭 ＮＳＣ  極限登高標高差 １８ｍ

 合計登高 ３０ｍ

 全長 １．２ｋｍ

 周回数 １

1 1 決勝 A 岡田　滉樹(5) 飯山小
2 3 決勝 A 川邊　仁太(5) 山ノ内東小
3 2 決勝 A 西本みずき(6) 芸北道場
4 8 決勝 A 池田　遼一(6) 妙高高原北小
5 9 決勝 A 吉池　泰一(6) 山ノ内北小
6 10 決勝 A 霜鳥　友作(6) 妙高小

7 5 準決勝 徳竹　佑哉(5) 山ノ内北小
8 14 準決勝 関　　照永(5) 南魚沼ＪＲＣ
9 4 準決勝 森　　稟桜(5) 木島平小

10 18 準決勝 山崎　広翔(6) 山ノ内西小
11 11 準決勝 滝澤　　蓮(5) 山ノ内南小
12 12 準決勝 我田　　柊(6) 南魚沼ＪＲＣ

13 6 準々決勝 佐藤　　虹(6) 木島平小
14 13 準々決勝 千野　伸河(6) 飯山小
15 15 準々決勝 松澤　柊斗(6) 泉台小
16 16 準々決勝 川久保力生(5) 戸狩小
17 7 準々決勝 大平　裕貴(6) 飯山東小
18 17 準々決勝 前田　志颯(4) 白馬北小
19 19 準々決勝 山﨑　　悠(5) 飯山小
20 21 準々決勝 陸川　　前(6) 中郷小
21 20 準々決勝 柴草　佑輝(4) 山ノ内南小
22 22 準々決勝 佐藤　　秀(6) 山ノ内南小
23 23 準々決勝 松本　新大(6) 嬬恋西部小
24 24 準々決勝 町田　朝陽(6) 山ノ内南小

25 予選 堀米　結丸(6) 山ノ内西小
26 予選 草本留嘉寿(5) 白馬南小
27 予選 森　　優太(6) 野沢温泉小
28 予選 丸山　瑞樹(6) 泉台小
29 予選 片山　　芽(5) 小谷小
30 予選 宮入　俊輔(5) 山ノ内東小
31 予選 幾田　朋郎(5) 小谷小
32 予選 徳竹　皆人(5) 山ノ内西小
33 予選 濱谷　天冴(6) 小谷小
34 予選 岸本　昇大(6) 妙高高原北小
35 予選 大塚　由愛(6) 南魚沼ＪＲＣ
36 予選 武江　淳樹(6) 牧ＸＣ
37 予選 村越　郁也(6) 小谷小
38 予選 須田　愛佑(6) 山ノ内西小
39 予選 稲田　結矢(6) 山ノ内南小
40 予選 櫻井　直道(4) 山ノ内西小
41 予選 小島　海翔(6) 矢代ＪＳＣ
42 予選 丸山　海翔(5) 小谷小
43 予選 鷲野　彪雅(6) 飯山小
44 予選 上原　大和(5) 戸狩小
45 予選 小堺　陽日(4) まつだいCSC
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46 予選 大日方彩吹(5) 常盤小
47 予選 中川　敬太(6) 小谷小
48 予選 江口　航太(4) 戸狩小
49 予選 富井　祥全(6) 野沢温泉小
50 予選 嶋田　大輝(5) 科野小
51 予選 小林　拓海(6) 木島小
52 予選 内田　玲温(6) 南魚沼ＪＲＣ
53 予選 荻井　健多(5) 南魚沼ＪＲＣ
54 予選 小野沢秀太(5) 山ノ内西小
55 予選 沼田　渉聖(6) 飯山東小
56 予選 金澤　琉唯(5) 小千谷南小
57 予選 藤巻　馨成(6) おぢやファイトクラブ
58 予選 山田　梨人(5) 木島平小
59 予選 小林　唯仁(4) 木島平小
60 予選 関原　永喜(5) 中郷小
61 予選 宮島　早水(6) 木島平小
62 予選 湯本　眞生(6) 木島平小
63 予選 伊東　元弐(6) 木島小
64 予選 中村　昂生(6) 牧ＸＣ
65 予選 加藤　向陽(6) 中郷小
66 予選 井ノ上祐馬(6) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
67 予選 山本　悠介(4) 山ノ内南小
68 予選 山﨑　野生(6) 木島小
69 予選 清水　大幹(6) 山ノ内東小
70 予選 市川　　慧(6) 科野小
71 予選 富井　福太(4) 野沢温泉小
72 予選 丸山　大夢(6) 白馬北小
73 予選 横尾　洸樹(6) 牧ＸＣ
74 予選 服部　奏汰(6) 泉台小
75 予選 岡田　龍介(4) 中郷小
76 予選 池田　拓未(6) 山ノ内南小
77 予選 市川　　光(6) 野沢温泉小
78 予選 鷲野　流冴(4) 飯山小
79 予選 相浦　隼人(4) 中郷小
80 予選 須賀田虎珀(5) 妙高高原北小
81 予選 鈴木　聖永(5) 木島平小
82 予選 松本　丈陽(6) 上組小
83 予選 黒岩　桔平(5) 山ノ内東小
84 予選 関　　天凱(4) 木島小
85 予選 中山　陽向(5) 山ノ内南小
86 予選 後藤　涼祐(4) 妙高高原北小
87 予選 山本　　幸(4) 山ノ内南小
88 予選 中澤　拓斗(5) 津南Ｊ.Ｒ.Ｃ
89 予選 大宮　魁和(4) 矢代ＪＳＣ
90 予選 島﨑陽一朗(4) 木島平小
91 予選 佐藤　汰祐(5) 山ノ内西小
92 予選 岡田　辰之助(6) 妙高高原北小
93 予選 桜井　京介(4) 山ノ内南小
94 予選 宮下　　鷹(5) 矢代ＪＳＣ
95 予選 小林　朋樹(6) 山ノ内西小
96 予選 笠原　　晴(4) 信濃小中
97 予選 祢津　晋作(4) 木島平小
98 予選 池田　隼人(5) 科野小
99 予選 伊東　旺祐(4) 木島小

100 予選 町田　征隆(6) 草津小
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101 予選 望月　優希(4) 山ノ内南小
102 予選 佐藤　　瑠(4) 木島平小
103 予選 進藤　聖真(4) 飯山小
104 予選 望月　優斗(5) 戸狩小
105 予選 土屋　大地(6) 木島平小
106 予選 茂手木真生(5) 野沢温泉小
107 予選 渡邊　雄亮(6) 科野小
108 予選 手塚　康介(5) 妙高高原北小
109 予選 河野　快成(5) 野沢温泉小
110 予選 久保田八雲(5) 野沢温泉小
111 予選 町田　煌季(4) 倭小
112 予選 米川　昊輝(4) 牧ＸＣ
113 予選 中條　斗稀(4) 泉台小
114 予選 和田翔太郎(4) 木島平小
115 予選 宮尾　一樹(4) 中郷小
116 予選 佐藤　泉起(5) 南魚沼ＪＲＣ
117 予選 山﨑　　凌(4) 戸狩小
118 予選 佐藤慎之介(5) おぢやファイトクラブ
119 予選 内田　翔介(4) 矢代ＪＳＣ
120 予選 髙橋　勇翔(4) 泉台小
121 予選 栗林虎太郎(4) 戸狩小
122 予選 久保田咲羽(4) 野沢温泉小
123 予選 中村　恭也(4) 牧ＸＣ
124 予選 湯本　悠行(4) 木島平小
125 予選 小林　歩生(4) 山ノ内南小
126 予選 宮島　光風(4) 木島平小
127 予選 大久保礼二郎(5) 嬬恋西部小
128 予選 服部　史弥(4) 泉台小
129 予選 エンライト聖滋(5) 白馬南小
130 予選 渡邊　慧梧(4) 科野小
131 予選 桐山　惺向(4) 中郷小
132 予選 小笠原　宙(5) 戸狩小
133 予選 セイラー舞空(5) 草津小
134 予選 畑山　俊陽(5) 妙高高原北小
135 予選 山川　隆一(5) 妙高小
136 予選 本山　來生(4) 木島平小
137 予選 酒井　海翔(6) 泉台小
138 予選 干川　清矢(4) 嬬恋西部小
139 予選 藤井　建樹(6) 中郷小
140 予選 市川　　遼(4) 科野小
141 予選 内田　麗斗(5) 妙高小
142 予選 山本　祐輔(4) 山ノ内東小
143 予選 鈴木　翔大(5) 妙高高原北小
144 予選 金子　朋暉(4) 泉台小
145 予選 金子　遥紀(6) 泉台小
146 予選 富井　大作(4) 野沢温泉小
147 予選 斉藤　賢大(5) 中郷小

予選 岡田　拓馬(6) 矢代ＪＳＣ
予選 伊藤　光汰(5) 白馬南小
予選 尾川　　玄(4) 白馬北小
予選 宮﨑　大翔(4) 嬬恋西部小
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雪温 気温
09:30  曇り  良 0℃ 8℃ 51％ 無風
12:30  曇り  不良 0℃ 12℃ 41％ 無風
13:30
14:00  曇り  不良 0℃ 11℃ 40％ 北 3m/s

ｴﾝﾄﾘｰ 完走 DQ DF DS DS
151 147 0 0 0 4

技術代表 セクレタリー

東　　禎孝 佐藤　金二
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