
第六回

全国歯科医師会野球大会
2017 年 10 月 7 日（土）・8 日（日）・9 日（月・体育の日）

　　監督会議・総会：アルカディア市ヶ谷私学会館
　　試合会場：都立大井ふ頭中央海浜公園

主　　催｜日本歯科医師野球連盟
主　　管｜埼玉県歯科医師会
後　　援｜日本歯科医師会・日本歯科医師連盟・日本学校歯科医会

　8020推進財団・全国歯科医師国民健康保険組合連合会
　東京都歯科医師会・東京都歯科医師連盟
　埼玉県歯科医師会・埼玉県歯科医師連盟

協　　力｜�埼玉県歯科医師会野球部・東京都歯科医師会野球部�
神奈川県歯科医師赤十字奉仕団�
相田化学㈱・㈱KAWARYO・アサヒプリテック㈱�
和田精密歯研㈱・他協力企業

展
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挨　拶

「展」を掲げて

日本歯科医師野球連盟　会長　長　谷　宏　一

　日本各地での集中豪雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。さて
今年の甲子園、高校球児の熱戦の数々に興奮し野球の素晴らしさを再認識致しました。
私は、本年4月 1日より前会長の新井桂二先生の後任として会長を拝命いたしました
長谷宏一と申します。今年の第六回全国歯科医師会野球大会が会長としての初めての
大会となります。今後とも皆様のご協力ご支援を賜りますようよろしくお願いいたし
ます。
　ところで今回のテーマは会員相互の助け合いと連帯感、結束感を高め、対外的にも
歯科医師の存在意識を改めて周知すること、組織のさらなる発展を図ることを目的と
し、「展」としております。今や全国大会の聖地となった、ここ大井埠頭中央海浜公
園野球場に集まった 12チームの精鋭による熱戦を期待し大会の成功を祈念しており
ます。
　また大会が今後10年 20年と発展し継続していくことを確信致しています。
　日本歯科医師会をはじめとする、各会団体様の変わらぬご後援と、ご協力を頂いて
いる各企業様に深甚なる謝辞を申し上げ、ご挨拶と致します。
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第六回　全国歯科医師会野球大会日程

第六回　全国歯科医師会野球大会監督会議

　　　　　　場所：アルカディア市ヶ谷私学会館

… … … 平成 29年 10月 7日（土）19：30から

第六回　全国歯科医師会野球大会

　　　　　　場所：大井ふ頭中央海浜公園野球場

… … … 平成 29年 10月 8日（日）開会式・予選リーグ

… … … … 9：00　～　開会式

… … … … 9：40　～　第 1試合

… … … 11：40　～　第2試合

… … … 13：40　～　第3試合

… … … 平成 29年 10月 9日（祝）…決勝ト－ナメント

… … … … 9：00　～　準決勝

… … … 11：00　～　決勝

… … … 13：30　～　閉会式（決勝戦終了後）

平成 29 年度　日本歯科医師野球連盟総会・懇親会

　　　　… 場所：アルカディア市ヶ谷私学会館

… … … 平成 29年 10月 8日（日）

… … … 17：30　～　日本歯科医師野球連盟… 常任理事会・理事会

… … … 18：00　～　日本歯科医師野球連盟　総会

… … … 19：00　～　懇親会
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第六回 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事を目
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
　　埼玉県歯科医師会

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

４．協　　力
　　埼玉県歯科医師野球部及び東京都歯科医師会野球部
　　神奈川県歯科医師赤十字奉仕団
　　相田化学㈱、㈱KAWARYO、アサヒプリテック㈱、和田精密歯研㈱　他協力企業
　　　　
５．日時及び場所
　　日時：平成29年10月7日（土）監督会議・8日（日）予選リーグ・9日（体育の日）決勝トーナメント
　　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A・B・E・F
　
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 10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．大会テーマ
　　…本年度のテーマは、「展」を掲げ、会員相互の助け合いと連帯感、結束感を高め、対外的にも歯科
医師の存在意義を改めて周知すること、組織のさらなる発展を図ることを目的とする。

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、役員・監督・コーチを除く25名を原則とする｡
　（2）…ただし役員・監督・コ－チで選手を兼任するものは出場登録人数の中に含む。… …

役員とは、部長（代表・副代表）・顧問を指すものとする。
　（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

開催要項
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第六回　全国歯科医師会野球大会規則
　全国歯科医師会野球大会は、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。また第六回　全国歯科医師会野球大会規則は、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29年 10月 7日（土）・8日（日）・9日（祝日）
②　開 催 地：東京都立大井ふ頭中央海浜公園野球場
③　…参加チーム：原則として各地区ブロックを代表するチームとする。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ームを下記「3. 各地区代表チー
ムについて」の記載に準じ推薦する。但し各地区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ームについては、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ーム
②　各地区ブロック大会で前年度優勝したチーム
③　各地区ブロックより選抜された選手で構成するチーム
④　①または②のチー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ーム

４．参加チ－ム数：本大会参加チームの数は12チームとする。

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委員会を組織する。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　…予選リーグ・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。残り時間がある場合、先攻のチームが勝っていた場合は後攻のチームの攻撃
に入り攻撃が終わるまで試合を行う。また、先攻のチームが負けていた場合は、後攻の攻撃に

大会規則
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大会規則

入るが時間が来れば打席に入っている打者の打席が終われば試合終了とする。なお、試合時間
の管理は、日本歯科医師野球連盟役員がおこなうものとする。

　　…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（サドンデスゲーム）を行う。9 回を終わって決着が着かない場合は、最終守備位置 9
人でジャンケンにより決定する。

④　代表チームのユニフォー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、8日は 4 パート（各パート 3 チームずつ）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）チームが、9日の決勝トーナメントへ進む。予選の抽選は、平成29年
8月 20日（日）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。

　　…なお決勝トーナメント（使用球場は大井ふ頭中央海浜公園野球場Ａ・Ｂ、とする）の組み合
わせ抽選は、8日の懇親会の席上にて各パート最上位の成績のチームの主将により予備抽選
（第 1パート⇒第 2⇒第 3⇒第 4パート一位チームの順に行う）を行う。予備抽選の結果を
踏まえて本抽選を行う。

　　…また、8日予選リーグ敗戦チームについては、9日球場の空いているところで各チーム交渉し
親善試合をしていただきたい。

⑥　各パートの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、各チーム最終守備位置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29年9月9日（土）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会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、次に試合のないチームが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ーム
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ーム（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 29 年度　第六回全国歯科医師会野球大会に摘要するものとする。

大会規則
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特別（EDH）制に伴う試合ルール
　特別ＤＨ制（以下ＥＤＨ制という）は、プロ野球（パリーグ）で採用しているＤＨ制に投手も打席に

立てる制度で、一人でも多くの選手に試合に出場してもらいたいために作られたルールである。相手チー

ムがＥＤＨ制を採用するか否かに関わらず、また、試合毎にＥＤＨ制を採用するかも自由でそのチーム

で選択できるものとする。

　ただし、ＥＤＨ制を採用するチームは試合前のメンバー表の交換する時にその旨を大会役員、相手チー

ム、主審に宣告しなければならない。また、怪我人や退場者が出ても試合の途中で変更はできない。即

ち一旦宣告すると試合終了まで続行しなければならない。

【補足説明】

　①…ＥＤＨの打順は 1番より 10番までの間で自由に選択することができる攻撃のみの選手であ

る。

　②ＥＤＨの選手に代打、代走を送ることができる。

　③…ＥＤＨの選手は試合の途中から守備につくことができる。またその時は打順は変わること無く

攻撃にも参加できる。

　④…ＥＤＨの選手がそれまで守備についている選手と交代して守備についた時には、それまで守備

についていた選手は、攻撃のみのＥＤＨになるか、退くかのどちらかを選択し、退いた場合は、

控えの選手が新たにＥＤＨの選手として出場する。ただし打順は変わらない。

　⑤一度守備についた選手がＥＤＨになると二度と守備には戻れない。

　　またＥＤＨの選手が守備についた時は二度とＥＤＨに戻れない。

　⑥その他試合中に発生した問題点は、主審の判断・指示による。

　①…ＥＤＨの打順は 1番より 10番までの間で自由に選択することができる攻撃のみの選手であ

る。

　②ＥＤＨの選手に代打、代走を送ることができる。

　③…ＥＤＨの選手は試合の途中から守備につくことができる。またその時は打順は変わること無く

攻撃にも参加できる。

　④…ＥＤＨの選手がそれまで守備についている選手と交代して守備についた時には、それまで守備

についていた選手は、攻撃のみのＥＤＨになるか、退くかのどちらかを選択し、退いた場合は、

控えの選手が新たにＥＤＨの選手として出場する。ただし打順は変わらない。

　⑤一度守備についた選手がＥＤＨになると二度と守備には戻れない。

　　またＥＤＨの選手が守備についた時は二度とＥＤＨに戻れない。

　⑥その他試合中に発生した問題点は、主審の判断・指示による。

別紙（EDH）
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組み合わせ

第六回 大会組み合わせ方法
1．……平成 29年 8月 20日（日）開催の日本歯科医師野球連盟常任理事会・理事会・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。主催チームは、残り札とする。
3．……抽選は、各地区ブロックの代表チー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
ると同時に、該当パートの他チー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、相手チームに勝ち点3を与えるものとする。集合場所・時間は、該当球場に試合開始予
定時間の30分前とする。

6．組み合わせについて（各試合とも抽選番号の若い方を一塁側のベンチとする（別表参照）
　　予　選　10月 8日
　　決　勝　10月 9日
　　　決勝トーナメントの抽選は、8日懇親会の席で該当チーム主将より抽選を行う。
　　　…抽選の順番は、第1パートの1位チームより順番に第2⇒第 3⇒第 4と予備抽選を行い、その

結果の順によって本抽選を行う。

第六回　全国歯科医師会野球大会組み合わせ表
①予　選リーグ　　　　10月 8日
②決　勝トーナメント　10月 9日

①予選リーグ組合わせ表

　　第1パート　A球場

チーム名
… 対戦相手 １．愛　知 ２．函　館 ３．東　京

１．愛　知 ① ②
２．函　館 ① ③
３．東　京 ② ③

　　第2パート　B球場

チーム名
… 対戦相手 ４．長　野 ５，十　勝 ６．四　国

４．長　野 ④ ⑤
５．十　勝 ④ ⑥
６．四　国 ⑤ ⑥

　　第3パート　E球場

チーム名
… 対戦相手 ７．青　森 ８．千　葉 ９．福　岡

７．青　森 ⑦ ⑧
８．千　葉 ⑦ ⑨
９．福　岡 ⑧ ⑨

　　第4パート　F球場

チーム名
… 対戦相手 10．神奈川 11．岩　手 12．埼　玉

10．神奈川 ⑩ ⑪
11．岩　手 ⑩ ⑫
12．埼　玉 ⑪ ⑫

②決勝トーナメント

優勝

第1パート2位

第2パート2位

A球場

B球場　11：00～

9：00～

9：00～

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
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日本歯科医師野球連盟規約
第 1 条（名　称）
　本会は日本歯科医師野球連盟（以下本連盟と省略する）と称す。

第 2 条（目的及び事業）
　本連盟は、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、スポーツ精神の高
揚を図る事を目的として開催する全国歯科医師会野球大会の管理及び運営を行う。

第 3 条（組　織）
　1．……本連盟は、日本歯科医師会会員をもって構成する各都道府県歯科医師会を代表する野球チー

ム（部）をもって組織する。
　2．……各都道府県代表については、登録用紙（別紙 1）にて本連盟会長へ提出し変更ある時は速

やかに変更届を提出すること。

第 4 条（総　会）
　1．本連盟の総会は、各都道府県歯科医師会野球チ－ム（部）の代表をもって構成する。
　2．総会は次ぎの事項について決議する。
　　①本連盟役員の選任
　　②会費の金額ならびに徴収方法
　　③本連盟会計収支予算書ならびに決算書の承認
　　④その他、理事会で必要と認めた議案についての承認
　3．定時総会は、全国歯科医師会野球大会開催時に行う。
　4．総会は会長が招集する。
　5．……総会の決議は、各都道府県歯科医師会野球チ－ム代表1票及びその他出席者一人につき1

票とする。
　6．総会の決議は、総会出席者の過半数をもって行う。
　7．総会の議長は、議場にて選任する。
　8．……総会に出席できない各都道府県歯科医師会野球チ－ム代表は、委任状（別紙 5）の提出す

るものとする。

第 5 条（会　議）
　1．……常任理事会は、本連盟の会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任理事をもって構成する。

定例常任理事会を年1回開催する。
　2．理事会は役員、大会会長、大会実行委員長によって構成する。
　3．会長が必要と認めた場合、臨時常任理事会または理事会を開催することができる。

第 6 条（役　員）
　本連盟には次の役員を置く。
　1．会　　長… 1名
　2．副 会 長… 3 名
　3．幹 事 長… 1 名
　4．副幹事長… 1名
　5．常任理事… 11名
　6．理　　事… 若干名
　7．監　　事… 2名

第 7 条 （役員の選出及びその職務）
　1．……本連盟会長は、常任理事の中から常任理事会で推薦し、総会で承認する。また、会長は本

連盟を代表し統括する。
　2．……副会長は、会長が常任理事及び理事の中から推薦し、常任理事会で承認を得るものとし、

会長を補佐する。
　3．……幹事長及び副幹事長は、会長が常任理事または理事の中から推薦し、常任理事会で承認を

得るものとし、連盟業務を掌握する。

連盟規約
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連盟規約

　4．……常任理事は、各地区ブロック（別紙2より地区により人数割り）より推薦（別紙3）され
たものにより構成し、幹事長を補佐する。

　5．理事は、会長の推薦により選出し、会長の命を受け業務を分掌する。
　6．……監事は、各地区ブロックの調整により推薦（別紙4）されたものを選出し、総会で承認する。

また、理事業務ならびに会計の執行を監査する。
　7．常任理事会・理事会の決議は、出席者の過半数以上の賛成をもって決議・承認される。

第 8 条（名誉会長、顧問、参与の委嘱）
　1．本連盟に名誉会長、顧問、参与を委嘱することができる。
　2．……名誉会長、顧問、参与の推薦は、本連盟会長または、各地域ブロックの推薦により理事会

にて承認するものとする。

第 9 条（役員の任期）
　役員の任期は原則として 2年とする。役員の任期が満了した場合、それぞれ後任の役員が決
定するまでの期間はその職務を行うものとする。

第 10 条（全国歯科医師会野球大会役員、全国歯科医師会野球大会実行委員の設置）
　1．全国歯科医師会野球大会（以下大会という）の開催に際し、大会役員、実行委員を置く。
　2．大会会長は、本連盟会長が推薦し、常任理事会の承認を得るものとする。
　3．……大会実行委員は、大会会長が推薦し実行委員会を組織する。なお、大会委員の互選により

実行委員長を選出する。
　4．大会は、別に定める大会運営規約（規則）ならびに大会要項により運営する。

第 11 条（会　費）
　1．本連盟参加会費は、各都道府県歯科医師会野球チ－ムより徴収する。
　2．会費の額ならびに徴収方法については理事会の決議に基づき総会で承認するものとする。

第 12 条（運　営）
　1．本連盟に一般会計と特別会計を設置する。
　2．本連盟の運営については以下の収入によって賄うものとする。
　　①会費
　　②賛助金ならびに広告費掲載料
　　③寄付金ならびに祝儀等
　　④前年度繰越金
　3．会費の（削除）本連盟一般会計の使途については以下のとおりとする。
　　①全国歯科医師会野球大会準備ならびに運営の諸経費
　　②役員手当
　　③通信連絡費等
　　④日本歯科医師野球連盟特別会計への繰り出し
　4．本連盟に特別会計を設置する。
　　①名称について、日本歯科医師野球連盟特別会計（以下、特別会計という）
　　②目的について、周年事業、備品購入のため
　　③特別会計の収入については本連盟の一般会計繰越金の一部を特別会計の収入とする。
　　④……特別会計の支出（使途）については理事会の承認を得るものとする。また総会で報告しな

ければならない。
　5．本連盟の事業（会計）年度は毎年4月 1日より翌年の3月 31日までとする。

附則 1　この規約は、平成24年 8月 25日から施行する。
附則 2　……この日本歯科医師野球連盟規約は、総会の議を経て平成 26年 11月 23日から改正施

行する。
附則 3　……この日本歯科医師野球連盟規約は、総会の議を経て平成29年 10月 8日から改正施行

する。
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第六回　全国歯科医師会野球大会　試合タイムスケジュール

大井ふ頭運動公園
第１パート 第２パート 第３パート 第４パート

A球場 B球場 E球場 F球場

第１試合 ……9：40～ 11：10 １… ①… ２ ４… ④… ５ ７… ⑦… ８ 10… ⑩… 11

第２試合 11：40～ 13：10 １… ②… ３ ４… ⑤… ６ ７… ⑧… ９ 10… ⑪… 12

第３試合 13：40～ 15：10 ２… ③… ３ ５… ⑥… ６ ８… ⑨… ９ 11… ⑫… 12

＊各パート内で試合時間帯を交代ご希望の場合は、主管の埼玉まで報告してください。
＊全ての球場が午前7時から使用が可能です。練習にお使いください。
＊Ｂ球場は、午前9時からにて開会式をいたしますので準備の都合上、午前8時15分で内野の使用はお控えください。
＊A・E・F球場は、8時 40分までアップや練習にお使いください。
＊組み合わせの左側のチ－ムは、一塁側ベンチをご利用ください。
＊開会式（午前9時開始）のため、Ｂ球場に8時 50分にお集まりください。

第六回　全国歯科医師会野球大会予選リーグ成績表
　　第1パート　Ａ球場

チーム名
… 対戦相手 １．愛　知 ２．函　館 ３．東　京 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

１．愛　知 ① ②

２．函　館 ① ③

３．東　京 ② ③

　　第2パート　Ｂ球場

チーム名
… 対戦相手 ４．長　野 ５，十　勝 ６．四　国 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

４．長　野 ④ ⑤

５．十　勝 ④ ⑥

６．四　国 ⑤ ⑥

　　第3パート　E球場

チーム名
… 対戦相手 ７．青　森 ８．千　葉 ９．福　岡 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

７．青　森 ⑦ ⑧

８．千　葉 ⑦ ⑨

９．福　岡 ⑧ ⑨

　　第4パート　F球場

チーム名
… 対戦相手 10．神奈川 11．岩　手 12．埼　玉 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

10．神奈川 ⑩ ⑪

11．岩　手 ⑩ ⑫

12．埼　玉 ⑪ ⑫

試合時間割／成績表
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スコアボード

第六回 全国歯科医師会野球大会～予選リーグ～

〈第1パート〉
①第1試合　愛知　対　函館　　A球場（9：40～ 11：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

②第 2試合　愛知　対　東京　　A球場（11：40～ 13：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

③第 3試合　函館　対　東京　　A球場（13：40～ 15：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

〈第 2パート〉
④第1試合　長野　対　十勝　　B球場（9：40～ 11：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑤第 2試合　長野　対　四国　　B球場（11：40～ 13：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑥第 3試合　十勝　対　四国　　B球場（13：40～ 15：10）

1 2 3 4 5 6 7 計
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〈第3パート〉
⑦第1試合　青森　対　千葉　　E球場（9：40～ 11：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑧第 2試合　青森　対　福岡　　E球場（11：40～ 13：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑨第 3試合　千葉　対　福岡　　E球場（13：40～ 15：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

〈第 4パート〉
⑩第1試合　神奈川　対　岩手　　F球場（9：40～ 11：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑪第 2試合　神奈川　対　埼玉　　F球場（11：40～ 13：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

⑫第 3試合　岩手　対　埼玉　　F球場（13：40～ 15：10）

1 2 3 4 5 6 7 計

スコアボード

cs6第6回全国歯科医師会野球大会（下版）.indd   14 2017/09/27   18:55:19



― 15 ―

スコアボード

～準決勝～　　A球場（9：30～ 10：30）

1 2 3 4 5 6 7 計

～準決勝～　　B球場（9：30～ 10：30）

1 2 3 4 5 6 7 計

～決　勝～　　B球場（11：00～ 12：30）

1 2 3 4 5 6 7 計

※親善大会の為、順はなし

第一回大会（親善大会）出場チーム

　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

������������
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第二回全国歯科医師会野球大会成績表
決勝トーナメント

予選リーグ

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成績表
決勝トーナメント

予選リーグ

優　勝

九州地区連合歯科医師会

2
4

8

6

2

10

第三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）

チーム賞　優勝 九州 敢闘賞 長澤　　稔　北海道

　　　　　準優勝 福島 敢闘賞 照井　淑之　岩　手

　　　　　3位 神奈川、千葉 敢闘賞 坂爪慎太郎　群　馬

個人賞　最優秀選手賞 井上康一郎 敢闘賞 新谷　　忠　東　京

　　　　最優秀投手賞 川村　隆造 敢闘賞 八木　正直　新　潟

　　　　優秀選手賞 準優勝チーム　進藤　　巌 敢闘賞 大竹　伸明　岐　阜

　　　　優秀選手賞 神奈川（3位）藁科　　聡 敢闘賞 佐藤　友保　富　山

　　　　優秀選手賞 千　葉（3位）杉山　　均 敢闘賞 林　　秀欣　四　国

　 特別賞 九州　村岡　建夫（サインボール）

神奈川

福　島

九　州

千　葉

第1パート
対戦相手

チーム名 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 ０－１１ ２－３ ０ ２ ０ ０ ２ １４ ３

Ｂ．東　　京 １１－０ ８－１１ １ １ ０ ３ １９ １１ ２

Ｃ．福　　島 ３－２ １１－８ ２ ０ ０ ６ １４ １０ １
第2パート

対戦相手
チーム名 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 ２－５ ６－５ １ １ ０ ３ ８ １０ ２

Ｅ．神…奈…川 ５－２ ４－０ ２ ０ ０ ６ ９ ２ １

Ｆ．岐　　阜 ５－６ ０－４ ０ ２ ０ ０ ５ １０ ３
第3パート

対戦相手
チーム名 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 １６－０ ６－２ ２ ０ ０ ６ ２２ ２ １

Ｈ．四国連合 ０－１６ ４－１ １ １ ０ ３ ４ １７ ２

Ｉ．岩　　手 ２－６ １－４ ０ ２ ０ ０ ３ １０ ３
第4パート

対戦相手
チーム名 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 ３－５ ３－１０ ０ ２ ０ ０ ６ １５ ３

Ｋ．千　　葉… ５－３ ９－４ ２ ０ ０ ６ １４ ７ １

Ｌ．北…海…道 １０－３ ４－９ １ １ ０ ３ １４ １２ ２
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第四回全国歯科医師会野球大会成績表
決勝トーナメント

予選リーグ

優　勝

九州地区連合歯科医師会

1
7

3

2

10
14

第四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）

チーム賞　優勝 九州地区連合歯科医師会 敢闘賞 　　　　　　長野

　　　　　準優勝 千葉PHOENIX 敢闘賞 田内　和宏　東京　神歯大　

　　　　　3位 四国アイランドD、福島県 敢闘賞 熊上　　総　岩手　岩手医大

個人賞　最優秀選手賞 守永　知広　九州　福歯大 敢闘賞 西村　英紀　宮城　岩手医大

　　　　最優秀投手賞 矢野　　剛　九州　福歯大 敢闘賞 伊藤　　陸　新潟　新潟大

　　　　優秀選手賞 吉澤健太郎　千葉　明海大 敢闘賞 武藤　真嗣　埼玉　日大松戸

　　　　優秀選手賞 飛梅　　悟　四国　徳島大 敢闘賞 石渡　　淳　神奈川　日歯大

　　　　優秀選手賞 二塀　好暢　福島　奥羽大

千　葉

福　島

四　国

九　州
九　州

千　葉

第1パート
対戦相手

チーム名 1　長　野 2　東　京 3　福　島 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　1　長　　野 1－ 4 ２－ 9 ０ ２ ０ ０ 3 13 ３

　2　東　　京 4－ 1 3－ 6 １ １ ０ ３ 7 7 ２

　3　福　　島 9－２ 6－ 3 ２ ０ ０ ６ 15 5 １
第2パート

対戦相手
チーム名 4　岩　手 5　富　山 6　千　葉 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　4　岩　　手 ④ 2－ 1
1－ 16 １ １ ０ ３ 3 17 ２

　5　富　　山 ④ ⑥

　6　千　　葉 1－ 2
16－ 1… ⑥ 1 1 ０ 3 17 3 1

第3パート
対戦相手

チーム名 7　四　国 8　宮　城 9　新　潟 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　7　四　　国 4－ 2 5－ 3 ２ ０ ０ ６ 9 5 １

　8　宮　　城 2－ 4 13－ 8 １ １ ０ ３ 15 12 ２

　9　新　　潟 3－ 5 8－ 13 ０ ２ ０ ０ 11 18 ３
第4パート

対戦相手
チーム名 10　埼　玉 11　九　州 12　神奈川 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

… 10　埼　　玉 0－ 2 0－０ ０ 1 1 1 0 2 2

… 11　九　　州… 2－ 0 7－ 0 ２ ０ ０ ６ 9 0 １

… 12　神 奈 川 0－ 0 0－ 7 0 １ 1 1 0 7 3

A球場　9：30～

B球場　8：30～

B球場　10：40～
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第五回全国歯科医師会野球大会　～予選リーグ結果表②～
決勝トーナメント

第五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）

チーム賞　優勝 静岡 敢闘賞 大澤　公生（青森）

　　　　　準優勝 大分 敢闘賞 安藤　是仁（山形）

　　　　　3位 十勝、四国 敢闘賞 石塚　晃一（埼玉）

個人賞　最優秀選手賞 小嶋　隆三（静岡） 敢闘賞 吉澤健太郎（千葉）

　　　　最優秀投手賞 堀　　譲　 （静岡） 敢闘賞 勝俣　直樹（神奈川）

　　　　優秀選手賞 二ノ宮浩生（大分） 敢闘賞 近藤　繁宗（東京）

　　　　優秀選手賞 川村　信五（十勝） 敢闘賞 斎藤　信平（新潟）

　　　　優秀選手賞 仙頭　慎哉（四国） 敢闘賞 横山　雅行（岐阜）

　　　　優勝監督賞 松浦　　均（静岡）

第1パート
対戦相手

チーム名 1　岐　阜 2　新　潟 3　四　国 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　1　岐　　阜 2－ 1 0－ 11 1 1 0 3 2 12 3

　2　新　　潟 1－ 2 1－ 0 1 1 0 3 2 2 2

　3　四　　国 11－ 0 0－ 1 1 1 0 3 11 1 1

第2パート
対戦相手

チーム名 4　青　森 5　大　分 6　千　葉 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　4　青　　森 0－ 6 7－ 9 0 2 0 0 7 15 3

　5　大　　分 6－ 0 7－ 0 2 0 0 6 13 0 1

　6　千　　葉 9－ 7 0－ 7 1 1 0 3 9 14 2

第3パート
対戦相手

チーム名 7　静　岡 8　山　形 9　神奈川 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

　7　静　　岡 9－ 0 3－ 3 1 0 1 4 12 3 1

　8　山　　形 0－ 9 5－ 8 0 2 0 0 5 17 3

　9　神 奈 川 3－ 3 8－ 5 1 0 1 4 11 8 2

第4パート
対戦相手

チーム名 10　十　勝 11　埼　玉 12　東　京 勝 負 引分 勝ち点 得点 失点 順　位

… 10　十　　勝 1－ 2 4－ 1 1 1 0 3 5 3 1

… 11　埼　　玉… 2－ 1 1－ 2 1 1 0 3 3 3 2

… 12　東　　京 1－ 4 2－ 1 1 1 0 3 3 5 3

予選リーグ

優　勝

静　岡

1

0

静　岡

大　分
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出場チーム

抽選順 出場
チーム数 地区制 都道府県名 各地区大会

出場チーム数 チーム割 参加チーム ワイルドカード
出場チーム

11 1 北海道地区 北海道 30（12） 1 十勝歯科医師会 函館歯科医師会

10 2 東北地区

青森 岩手

6 1 岩　手 青　森秋田 宮城

山形 福島

8・9 3・4 関東地区

栃木 茨城
4

（3） 2 神奈川
千　葉群馬 埼玉

神奈川 千葉

7 5 東京地区 東京 12 1 東　京

6 6 甲信越地区
新潟 長野

3 1 長　野
山梨

5 7 東海地区
静岡 愛知

4 1 愛　知
岐阜 三重

4 8 近北地区

富山 石川

9 1 出場辞退

福井

京都 滋賀

大阪 奈良

兵庫 和歌山

3 9 中国地区

鳥取 岡山

5 1 出場辞退島根 広島

山口

2 10 四国地区
香川 徳島

4 1 四国連合
愛媛 高知

1 11 九州地区

福岡 大分

8 1 福　岡
佐賀 宮崎

長崎 鹿児島

熊本 沖縄

12 12 開催主管枠 埼玉 1 埼　玉

第六回　全国歯科医師会野球大会出場チーム
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北海道第一

十勝歯科医師会
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

代表・投手 河　合　篤　史 かわい　あつし 1 日本歯科大学 Ｓ．31．7．2 北海道・十勝

総監督・内野手 西　本　毅　士 にしもと　つよし 25 日本歯科大学 Ｓ．39．4．3 北海道・十勝 十勝−専務理事

監督・内野手 板　橋　基　雅 いたばし　もとまさ 9 奥羽大学 Ｓ．47．3．28 北海道・十勝

主務・外野手 川　村　信　五 かわむら　しんご 35 北海道医療大学 Ｓ．44．10．23 北海道・十勝

主将・内野手 松　澤　直　昭 まつざわ　なおあき 5 北海道大学 Ｓ．42．9．25 北海道・十勝 十勝−総務部理事

投　　手 中　村　良　治 なかむら　りょうじ 20 北海道医療大学 Ｓ．36．9．27 北海道・北見

捕　　手 杉　本　雅　教 すぎもと　まさのり 23 北海道医療大学 Ｓ．39．2．10 北海道・十勝

捕　　手 高　橋　史　敏 たかはし　ふみとし 18 北海道医療大学 Ｓ．40．11．29 北海道・十勝 十勝−保険部理事

内 野 手 杉　田　　　仁 すぎた　ひとし 8 松本歯科大学 Ｓ．29．3．25 北海道・十勝

内 野 手 菱　沼　直　弘 ひしぬま　なおひろ 3 北海道大学 Ｓ．54．9．10 北海道・十勝

内 野 手 高　木　常　臣 たかぎ　つねおみ 21 北海道医療大学 Ｓ．46．7．30 北海道・北見

内 野 手 渡　辺　　　聡 わたなべ　さとる 6 鶴見大学 Ｓ．32．9．4 北海道・十勝

外 野 手 藤　野　太　郎 ふじの　たろう 12 北海道医療大学 Ｓ．51．2．12 北海道・十勝

外 野 手 大　瀧　達　哉 おおたき　たつや 55 北海道大学 Ｓ．37．7．19 北海道・十勝 十勝−会長

外 野 手 角　　　伸　博 かく　のぶひろ 17 北海道医療大学 Ｓ．54．8．16 北海道・十勝 H 29.10.1.～釧路所属へ

外 野 手 加　藤　謙　一 かとう　けんいち 31 日本大学 Ｓ．26．11．1 北海道・十勝
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北海道第二

函館歯科医師会
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

総 監 督 金　井　敏　行 かない　としゆき 30 日本歯科大学 Ｓ．29．7．4 函館 道歯代議員

助 監 督 三ツ石　　　信 みついし　まこと 3 神奈川歯科大学 Ｓ．29．4．19 函館

主　　務 向　山　英　明 むこうやま　ひであき 21 松本歯科大学 Ｓ．47．11．22 函館 函館広報理事

主　　将 田　中　賢　司 たなか　けんじ 10 奥羽大学 Ｓ．44．4．5 函館

捕　　手 室　井　寿　夫 むろい　としお 2 日本歯科大学 Ｓ．45．6．24 函館 函館学術理事

捕　　手 岩　坂　憲　助 いわさか　けんすけ 25 明海大学 Ｓ．50．8．1 函館

内 野 手 川　瀬　　　敬 かわせ　たかし 1 岩手医科大学 Ｓ．49．6．4 函館 函館会計理事・連盟幹事

内 野 手 宮　本　将　史 みやもと　まさし 13 松本歯科大学 Ｓ．58．10．24 函館

内 野 手 加　藤　元　康 かとう　もとやす 18 北海道医療大学 Ｓ．39．1．6 函館

内 野 手 佐　古　　　淳 さこ　じゅん 19 愛知学院大学 Ｓ．49．8．17 函館 連盟幹事

内 野 手 平　田　　　充 ひらた　みつる 16 日本歯科大学 Ｓ．54．4．18 函館

外 野 手 北　條　拓　也 ほうじょう　たくや 28 岩手医科大学 Ｓ．54．7．21 函館

外 野 手 三　本　和　宏 みつもと　かずひろ 26 日本歯科大学 Ｓ．45．7．4 釧路 釧路厚生理事
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東北第一

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 前　川　秀　憲 まえかわ　ひでのり 53 日本大学 Ｓ．32．5．3 盛岡市 県歯副会長

顧　　問 佐　藤　　　誠 さとう　まこと 55 東北大学 Ｓ．26．10．18 盛岡市 元県歯常務理事
地区裁定委員会委員長

監　　督 金　子　良　司 かねこ　りょうじ 10 松本歯科大 Ｓ．33．3．14 盛岡市 元県歯理事
地区歯監事

助 監 督 鈴　木　洋之介 すずき　ようのすけ 8 岩手医科大学 Ｓ．34．7．14 盛岡市 地区副会長
県歯連盟副議長

コ ー チ 柴　田　　　理 しばた　おさむ 56 東北大学 Ｓ．27．3．5 盛岡市 元県歯理事
元地区歯会長

コ ー チ 岡　田　喜　明 おかだ　よしあき 3 奥羽大学 Ｓ．31．7．20 岩手八幡平 県歯警察歯科委員

コ ー チ 三　善　　　潤 みよし　じゅん 13 岩手医科大学 Ｓ．34．7．20 盛岡市 県歯常務理事（広報）
県歯連盟副理事長

マネージャー 佐々木　隆　人 ささき　たかと 12 神奈川歯科大 Ｓ．38．1．9 岩手八幡平 県歯広報副委員長
地区歯理事

サブマネージャー・外野手 田　中　　　俊 たなか　すぐる 19 岩手医科大学 Ｓ．49．7．30 遠野 県歯学術医療管理委員

主　将・内野手 西　郷　史　郎 さいごう　しろう 5 岩手医科大学 Ｓ．44．5．25 盛岡市 県歯社会保険副委員長
地区歯理事

副主将・内野手 黄川田　康　人 きかわだ　やすと 35 岩手医科大学 Ｓ．45．5．1 気仙 県歯社会保険委員
地区歯理事

副主将・内野手 遠　藤　憲　行 えんどう　のりゆき 1 岩手医科大学 Ｓ．48．1．31 久慈 県歯社会保険常任委員
地区歯理事

投　　手 澤　田　　　勝 さわだ　まさる 28 日本大学松戸 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 岩手医科大学 Ｓ．32．11．8 気仙 県歯学術医療管理委員
地区歯理事

投　　手 工　藤　淳　一 くどう　じゅんいち 47 岩手医科大学 Ｓ．38．4．2 盛岡市 元地区歯理事

投　　手 土井尻　康　浩 どいじり　やすひろ 24 岩手医科大学 Ｓ．38．9．21 盛岡市 元地区歯広報委員

投　　手 照　井　淑　之 てるい　よしゆき 30 岩手医科大学 Ｓ．48．9．7 花巻市 県歯スポーツ歯学協議会
地区歯学術医療管理委員

捕　　手 前　田　誠一郎 まえだ　せいいちろう 14 日本大学松戸 Ｓ．51．7．2 奥州 県歯理事（地域歯科）
地区歯理事

捕　　手 松　嶋　　　拓 まつしま　たく 77 岩手医科大学 Ｓ．52．11．4 盛岡市 前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 神奈川歯科大 Ｓ．38．2．22 盛岡市 元県歯広報委員
元地区歯理事

内 野 手 多　田　建　造 ただ　けんぞう 2 岩手医科大学 Ｓ．42．2．28 花巻市 県歯社会保険委員
地区歯専務理事

内 野 手 熊　谷　哲　也 くまがい　てつや 9 岩手医科大学 Ｓ．44．7．6 盛岡市 県歯理事（調査室・警
察歯科）…地区歯理事

内 野 手 高　野　　　玄 たかの　げん 89 北海道医療大学 Ｓ．47．10．6 奥州 地区歯理事
県歯連盟評議員

内 野 手 遠　藤　　　塁 えんどう　るい 4 日本大学 Ｓ．51．8．9 一関

内 野 手 吉　田　大　徹 よしだ　だいてつ 37 岩手医科大学 Ｓ．57．12．5 盛岡市 県歯総務室委員

外 野 手 廣　澤　　　聡 ひろさわ　そう 0 鶴見大学 Ｓ．52．9．20 気仙 地区歯厚生福祉委員長
前地区歯学術医療管理委員

外 野 手 早　崎　　　渓 はやざき　けい 21 岩手医科大学 Ｓ．58．3．21 釜石 地区歯会計

外 野 手 熊　上　　　聡 くまかみ　そう 31 岩手医科大学 Ｓ．59．3．14 気仙
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東北第二

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 佐　藤　蔵　人 さとう　くらと 20 日本大学 Ｓ．26．2．19 青森市歯科医師会 県歯専務理事

監督・捕手 山　本　　　仁 やまもと　ひとし 24 岩手医科大学 Ｓ．25．4．20 八戸歯科医師会

助監督・外野手 板　垣　正　樹 いたがき　まさき 12 東北大学 Ｓ．33．1．22 青森市歯科医師会

主　　務 関　　　真　人 せき　まさと 8 日本歯科大学新潟 Ｓ．38．4．25 青森市歯科医師会

主将・投手 大　澤　公　生 おおさわ　きみお 31 岩手医科大学 Ｓ．42．6．10 青森市歯科医師会

投　　手 高　山　裕　章 たかやま　ひろあき 11 日本歯科大学 Ｓ．27．7．15 八戸歯科医師会

捕　　手 松　舘　主　憲 まつだて　きみのり 9 神奈川歯科大学 Ｓ．57．11．10 八戸歯科医師会

捕　　手 牧　　　和　宏 まき　かずひろ 23 東北大学 Ｓ．29．4．23 青森市歯科医師会 市歯厚生理事

内 野 手 塩　崎　裕　史 しおざき　ひろふみ 2 日本大学松戸 Ｓ．32．9．21 青森市歯科医師会

内 野 手 三　浦　雅　文 みうら　まさのり 7 日本歯科大学新潟 Ｓ．36．12．17 青森市歯科医師会 市歯厚生理事

内 野 手 澤　田　剛　光 さわだ　たけみつ 5 岩手医科大学 Ｓ．53．1．9 青森市歯科医師会

内 野 手 栗　田　崇　之 くりた　たかゆき 6 岩手医科大学 Ｓ．50．8．10 八戸歯科医師会

外 野 手 矢　川　智　之 やがわ　ともゆき 4 神奈川歯科大学 Ｓ．40．9．11 弘前歯科医師会 市歯理事

外 野 手 秋　元　宏　太 あきもと　こうた 15 日本大学松戸 Ｓ．57．8．13 青森市歯科医師会

外 野 手 石　橋　洋　幸 いしばし　ひろゆき 30 奥羽大学 Ｓ．54．8．15 八戸歯科医師会 市歯企画調査厚生理事

青森県歯科医師会
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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

名誉顧問 新　井　桂　二 あらい　けいじ 60 日本大学 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 日本歯科大学 Ｓ．32．3．20 中野 地区理事
会　　計 山　田　裕　二 やまだ　ゆうじ 日本歯科大学 Ｓ．22．9．24 荒川
主務・捕 高　峰　幸　志 たかみね　こうじ 6 日本大学 Ｓ．40．2．18 大森 地区理事
投　　手 米　沢　　　傑 よねざわ　すぐる 3 日本大学松戸 Ｓ．40．9．19 中野
投　　手 中　島　　　陽 なかじま　よう 7 明海大学 Ｓ．40．4．8 中野
投　　手 近　藤　繁　宗 こんどう　しげむね 10 日本大学 Ｓ．44．1．16 渋谷
投　　手 小　池　淳　美 こいけ　あつみ 12 神奈川歯科大学 Ｓ．33．12．1 杉並
投　　手 林　　　宏　樹 はやし　ひろき 14 日本大学 Ｓ．43．6．18 品川
投　　手 坂　本　朋　広 さかもと　ともひろ 16 東京歯科大学 Ｓ．42．10．29 品川
投　　手 中　村　雅　史 なかむら　まさし 18 日本歯科大学 Ｓ．40．7．7 練馬
捕手・内 岩　内　洋太郎 いわうち　ようたろう 33 昭和大学 H．3．3．18 世田谷
捕手・内 森　　　嘉　哉 もり　よしちか 0 長崎大学 Ｓ．39．12．17 品川
捕手・内 長谷川　拓　哉 はせがわ　たくや 4 神奈川大 Ｓ．62．8．1 渋谷
内 野 手 田　内　和　弘 たうち　かずひろ 24 神奈川歯科大学 Ｓ．41．9．13 八南
内 野 手 三　宅　正　泰 みやけ　まさやす 5 九州歯科大学 Ｓ．40．2．27 杉並 地区役員
内 野 手 松　永　　　元 まつなが　はじめ 8 日本歯科大学 Ｓ．39．11．10 中野 元地区連盟理事
外 野 手 松　田　浩　一 まつだ　ひろかず 11 日本歯科大学 Ｓ．39．9．16 練馬
外 野 手 新　谷　　　忠 にいや　ただし 15 神奈川歯科大学 Ｓ．43．7．9 荏原 地区連盟理事
外 野 手 落　合　正　英 おちあい　まさひで 9 神奈川歯科大学 Ｓ．52．7．9 目黒
外 野 手 直　井　康　嘉 なおい　やすよし 22 昭和大学 Ｓ．37．2．13 大森
内 野 手 関　根　陽　平 せきね　ようへい 25 昭和大学 Ｓ．50．1．22 大森
外 野 手 森　山　喜　雅 もりやま　よしまさ 26 鶴見大学 Ｓ．37．2．18 中野
外 野 手 山　本　直　秀 やまもと　なおひで 21 日本歯科大学 Ｓ．43．3．29 四谷・牛込
内 ・ 外 山　口　穣　治 やまぐち　じょうじ 51 北海道大学 Ｓ．50．4．24 大江戸日本橋
大会サポーター 近　藤　　　保 こんどう　たもつ 東京歯科大学 Ｓ．23．12．10 芝
大会サポーター 白須賀　岳　樹 しらすが　たけき 松本歯科大学 Ｓ．30．9．22 芝

東京都歯科医師会

東京地区
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千葉PHOENIX
（千葉県歯科医師会）

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

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

顧　　問 門　屋　高　靖 かどや　たかやす 東京歯科大学 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 Ｓ．25．12．25 千葉市歯科医師会 県野球連盟会長

顧　　問 砂　川　　　稔 すなかわ　みのる 0 日本大学 Ｓ．31．5．21 習志野市歯科医師会 県野球連盟顧問、 県歯会長

監　　督 塚　田　幸　生 つかだ　ゆきお 20 日本大学松戸 Ｓ．41．6．19 柏市歯科医師会 日野球連盟理事

主将・内野手 川　津　良　介 かわづ　りょうすけ 6 日本大学松戸 Ｓ．50．8．4 千葉市歯科医師会 県野球連盟理事

コ ー チ 岩　根　健　二 いわね　けんじ 18 松本歯科大学 Ｓ．36．1．20 千葉市歯科医師会 県歯委員

コ ー チ 日　暮　寛　之 ひぐらし　ひろゆき 8 日本大学 Ｓ．36．4．3 印旛郡市歯科医師会 日歯野連理事 ・県歯野連監事

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

投　　手 鈴　木　　　淳 すずき　あつし 21 東京歯科大学 Ｓ．52．3．326 市川市歯科医師会

投　　手 三　国　大　吾 みくに　だいご 24 日本大学松戸 Ｓ．42．4．30 松戸歯科医師会 松戸歯科医師会元理事

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

内 野 手 河　野　真　吾 こうの　しんご 44 昭和大学 Ｓ．39．4．12 八千代市歯科医師会 県歯野球連盟専務

内 野 手 吉　澤　健太郎 よしざわ　けんたろう 12 明海大学 Ｓ．49．6．14 習志野市歯科医師会 県野球連盟理事

外 野 手 青　木　貴　寛 あおき　たかひろ 41 九州歯科大学 Ｓ．45．5．6 市川市歯科医師会 県野球連盟理事

外 野 手 榎　本　　　涼 えのもと　りょう 14 日本大学 Ｓ．53．7．29 柏市歯科医師会 県野球連盟理事

内野手・コーチ 鯨　岡　裕　晃 くじらおか　ひろあき 57 日本大学松戸 Ｓ．36．9．7 銚子市歯科医師会 県野球連盟理事

内 野 手 河　野　恭　介 こうの　きょうすけ 4 東京歯科大学 Ｓ．56．9．30 習志野市歯科医師会 習志野歯科医師会委員

コ ー チ 塚　本　康　紀 つかもと　やすのり 日本歯科大学 Ｓ．49．11．6 松戸歯科医師会 日歯野連理事 ・県歯野連副会長

内 野 手 香　取　孝　輝 かとり　たかき 25 東京歯科大学 Ｓ．55．9．20 浦安歯科医師会

内 野 手 三　上　智　彦 みかみ　ともひこ 31 東京歯科大学 Ｓ．57．12．14 習志野市歯科医師会 習志野歯科医師会委員

内 野 手 橘　　　子　覧 たちばな　…しかん 1 長崎大学 Ｓ．46．6．20 流山歯科医師会 県歯委員

外 野 手 翠　川　嘉　男 みどりかわ　よしお 3 鶴見大学 Ｓ．45．2．20 八千代市歯科医師会 県野球連盟理事

外 野 手 藤　原　　　均 ふじわら　ひとし 88 鶴見大学 Ｓ．40．2．22 松戸歯科医師会 県野球連盟理事

内 野 手 篠　原　和　宏 しのはら　かずひろ 10 日本大学松戸 Ｓ．59．4．16 千葉市歯科医師会

関東地区
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関東地区

神奈川県歯科医師会
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

代　　表 原　　　　　徹 はら　とおる 80 愛知学院大学 Ｓ．26．10．13 平塚 県歯野球連盟副会長

総 監 督 佐　野　健　三 さの　けんぞう 1 日本大学 Ｓ．5．5．26 藤沢 県歯野球連盟元会長

監　　督 遠　藤　　　忍 えんどう　しのぶ 11 東京歯科大学 Ｓ．15．11．10 茅ヶ崎 県歯野球連盟会長

主　　務 吉　田　耕　一 よしだ　こういち 10 神奈川歯科大学 Ｓ．31．9．11 藤沢 県歯野球連盟運営委員長

主　　将 奥　津　直　起 おくつ　なおき 32 神奈川歯科大学 Ｓ．46．2．3 茅ヶ崎 県歯野球連盟
運営委員

投　　手 石　井　孝　一 いしい　こういち 25 鶴見大学 Ｓ．45．8．22 川崎

投　　手 笠　原　一　臣 かさはら　かずおみ 14 神奈川歯科大学 Ｓ．20．9．27 神奈川区 県歯野球連盟幹事

投　　手 奥　津　千　秋 おくつ　ちあき 5 日本大学松戸 Ｓ．41．9．21 茅ヶ崎

捕　　手 渡　辺　圭　造 わたなべ　けいぞう 51 日本歯科大学 Ｓ．52．6．25 港北区

内 野 手 中　村　哲　弥 なかむら　てつや 3 東京歯科大学 Ｓ．46．4．26 横須賀 県歯野球連盟
運営委員

内 野 手 石　渡　　　淳 いしわた　じゅん 16 日本歯科大学 Ｓ．44．1．17 相模原

内 野 手 藁　科　　　聡 わらしな　さとし 24 東北大学 Ｓ．35．11．26 相模原

内 野 手 勝　俣　直　樹 かつまた　なおき 39 神奈川歯科大学 Ｓ．46．4．24 小田原

内 野 手 藤　原　　　潤 ふじわら　じゅん 38 日本歯科大学 Ｓ．43．9．1 川崎

内 野 手 石　川　茂　樹 いしかわ　しげき 22 鶴見大学 Ｓ．31．7．22 戸塚区

内 野 手 井　上　俊　彦 いのうえ　としひこ 30 鶴見大学 Ｓ．34．2．6 相模原市 県歯野球連盟幹事

外 野 手 長　光　正　裕 ながみつ　まさひろ 55 日本大学 Ｓ．52．10．9 港北区

外 野 手 岩　間　　　威 いわま　たかし 7 鶴見大学 Ｓ．37．6．12 横須賀 県歯野球連盟
運営委員

外 野 手 福　増　一　浩 ふくまし　かずひろ 53 神奈川歯科大学 Ｓ．35．9．7 神奈川区 県歯連盟運営委員

外 野 手 桝　本　雄　次 ますもと　ゆうじ 9 鶴見大学 Ｓ．43．7．27 川崎 県歯野球連盟
運営委員

外 野 手 手　塚　雅　順 てづか　まさとし 26 日本歯科大学 Ｓ．44．8．20 藤沢市 県歯野球連盟
運営委員
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長野県歯科医師会
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

総監督・投手 廣　岡　力　也 ひろおか　りきや 30 岩手医科大学 Ｓ．22．6．27 更級

監督・内野手 宮　島　　　浩 みやじま　ひろし 35 奥羽大学 Ｓ．31．1．3 佐久 佐久前会長

助監督・内野手 渡　邉　　　均 わたなべ　ひとし 11 日本歯科大学新潟 Ｓ．25．11．1 北佐久

主務・内野手 中　島　英　元 なかじま　ひでもと 39 広島大学 Ｓ．38．2．7 佐久

主将・投手 大　野　秀　徳 おおの　ひでのり 27 新潟大学 Ｓ．40．5．24 上田小県 上田小県理事

投　　手 渡　邉　耕　太 わたなべ　こうた 17 日本歯科大学新潟 Ｓ．60．10．8 北佐久

投　　手 野　口　和　秀 のぐち　かずひで 24 北海道医療大学 Ｓ．48．5．17 長野市

捕　　手 秋　田　大　輔 あきた　だいすけ 16 松本歯科大学 Ｓ．59．4．4 北佐久

内 野 手 小　林　秀　樹 こばやし　ひでき 53 東京歯科大学 Ｓ．39．5．10 北佐久 北佐久理事

内 野 手 土　屋　雅　洋 つちや　まさひろ 21 東京歯科大学 Ｓ．51．6．21 北佐久

内 野 手 関　　　浩　治 せき　こうじ 41 日本歯科大学新潟 Ｓ．39．2．15 上田小県 上田小県会長

内 野 手 草　間　秀　明 くさま　ひであき 42 神奈川歯科大学 Ｓ．44．8．29 上田小県

内 野 手 竹　内　勝　泉 たけうち　かつもと 1 松本歯科大学 Ｓ．42．7．15 佐久

内 野 手 新　津　恒　太 にいつ　こうた 0 日本歯科大学 Ｓ．43．6．6 佐久 佐久理事

外 野 手 酒　井　洋　徳 さかい　ひろのり 29 奥羽大学 Ｓ．49．5．29 長野市

外 野 手 大　塚　禎　三 おおつか　ていぞう 32 松本歯科大学 Ｓ．43．10．6 北佐久 北佐久理事

外 野 手 野　村　裕　行 のむら　ひろゆき 26 新潟大学 Ｓ．44．1．10 佐久 佐久理事

外 野 手 高見澤　一　伸 たかみざわ　かずのぶ 50 奥羽大学 Ｓ．42．5．27 佐久 佐久副会長

外 野 手 中　島　崇　樹 なかじま　たかき 14 岩手医大学 Ｓ．49．8．2 更級

甲信越地区
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東海地区

愛知県歯科医師会
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

代　　表 小　山　憲　一 こやまけ　んいち 8 愛知学院大学 Ｓ．35．8．7 尾北歯科医師会 県連盟理事

監　　督 内　藤　　　毅 ないとう　たけし 33 愛知学院大学 Ｓ．17．4．20 名古屋市歯科医師会 佐久前会長

主　　務 竹　内　梨　恵 たけうち　りえ 20 Ｓ．53．10．31 北佐久

主将・内野手 山　本　信　吾 やまもと　しんご 10 愛知学院大学 Ｓ．33．10．1 名古屋市歯科医師会

投　　手 佐　藤　　　厚 さとう　あつし 19 岩手医科大学 Ｓ．32．6．4 蒲郡歯科医師会 市理事

投　　手 内　藤　講　一 ないとう　こういち 28 岐阜歯科大学（現朝日大学）Ｓ．26．11．28 知多郡歯科医師会 県連盟監事

捕　　手 磯　部　典　孝 いそべ　のりたか 29 神奈川歯科大学 Ｓ．49．5．27 名古屋市歯科医師会

捕　　手 谷　口　敬　祐 たにぐち　けいすけ 7 朝日大学 Ｓ．58．4．30 尾張旭歯科医師会

内 野 手 村　川　比呂志 むらかわ　ひろし 0 大阪歯科大学 Ｓ．36．2．20 知多郡歯科医師会 北佐久理事

内 野 手 山　口　由紀朗 やまぐち　ゆきお 5 愛知学院大学 Ｓ．43．9．9 名古屋市歯科医師会

内 野 手 村　瀬　尚　子 むらせ　なおこ 21 愛知学院大学 Ｓ．41．12．1 知多郡歯科医師会 市常務理事

外 野 手 飯　田　丈　二 いいだ　じょうじ 1 松本歯科大学 Ｓ．35．5．29 名古屋市歯科医師会 市協同組合理事長

外 野 手 丹　羽　大　介 にわ　だいすけ 2 明海大学 Ｓ．54．7．16 名古屋市歯科医師会

外 野 手 小　出　善　彦 こいで　よしひこ 39 松本歯科大学 Ｓ．34．4．7 海部郡歯科医師会 佐久理事

外 野 手 近　藤　俊　明 こんどう　としあき 12 広島大学 Ｓ．54．8．15 岡崎歯科医師会
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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 大阪歯科大学 Ｓ．13．2．9 高松市 香川県歯　顧問

顧　　問 森　　　秀　司 もり　しゅうじ 大阪歯科大学 Ｓ．24．7．1 阿南市那賀郡 徳島県歯　会長

顧　　問 竹　田　信　也 たけだ　しんや 大阪歯科大学 Ｓ．25．12．23 徳島市

顧　　問 岡　　　重　徳 おか　しげのり 日本歯科大学 Ｓ．24．9．19 徳島市

代　　表 大　西　和　久 おおにし　かずひさ 徳 ‐7 大阪歯科大学 Ｓ．34．2．9 徳島市

監督・捕手 廣　田　智　治 ひろた　ともはる 徳 ‐29 日本歯科大学新潟 Ｓ．34．5．26 海部郡

ヘッドコーチ 城　下　　　久 しろした　ひさし 愛 ‐24 福岡歯科大学 Ｓ．27．9．11 新居浜市

主　　務 冨　永　高　生 とみなが　たかお 徳 ‐23 朝日大学 Ｓ．44．5．31 徳島市 徳島県歯　理事

投　　手 板　東　秀　宜 ばんどう　ひでたか 徳 ‐1 日本歯科大学新潟 Ｓ．47．5．18 徳島市

投　　手 湯　本　浩　通 ゆもと　ひろみち 徳 ‐16 徳島大学 Ｓ．42．9．9 徳島市

投　　手 久　野　　　浩 ひさの　ひろし 高 ‐9 岡山大学 Ｓ．42．7．9 高知市

捕　　手 阿　部　寛　仁 あべ　ひろひと 徳 ‐4 徳島大学 Ｓ．39．11．16 小松島市

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

内 野 手 柴　田　　　亨 しばた　あきら 徳 ‐11 徳島大学 Ｓ．39．1．5 徳島市 徳島県歯　理事

内 野 手 多　田　雄一郎 ただ　ゆういちろう 徳 ‐2 大阪大学 Ｓ．54．12．7 吉野川市 徳島県歯　理事

内 野 手 飛　梅　　　悟 とびうめ　さとる 徳 ‐0 徳島大学 Ｓ．47．5．30 吉野川市 徳島県歯　理事

内 野 手 岩　田　耕　三 いわた　こうぞう 高 ‐3 大阪歯科大学 Ｓ．36．2．25 高知市 高知県歯　理事

内 野 手 山　下　浩　二 やました　こうじ 高 ‐27 徳島大学 Ｓ．51．7．23 高知市

内 野 手 今　瀧　勝　己 いまたき　かつみ 香 ‐30 奥羽大学 Ｓ．34．10．4 高松市 香川県歯　監事

内 野 手 長　町　直　樹 ながまち　なおき 香 ‐10 愛知学院大学 Ｓ．39．12．5 高松市 香川県歯　理事

内 野 手 谷　口　徳　広 たにぐち　のりひろ 香 ‐7 徳島大学 Ｓ．42．4．27 高松市

内 野 手 神　山　拓　也 かみやま　たくや 香 ‐20 奥羽大学 Ｓ．51．2．26 高松市

外 野 手 新　田　和　敏 にった　かずとし 愛 ‐25 東京歯科大学 Ｓ．60．3．13 宇摩

外 野 手 川　上　慎　吾 かわかみ　しんご 徳 ‐30 徳島大学 Ｓ．46．9．29 徳島市

外 野 手 日　下　　　淳 くさか　じゅん 徳 ‐13 北海道医療大学 Ｓ．40．5．20 鳴門市

外 野 手 新　田　幸　司 にった　こうじ 徳 ‐17 北海道医療大学 Ｓ．46．6．15 三好市

外 野 手 福　井　慶　一 ふくい　けいいち 徳 ‐31 徳島大学 Ｓ．44．2．20 板野郡

四国地区代表
四国地区
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九州地区

福岡県歯科医師会
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

顧　　問 長　谷　宏　一 はせ　ひろかず 九州歯科大学 Ｓ．15．8．26 福岡市 日本歯科医師野球連盟　会長
福岡県歯科医師会　顧問

顧　　問 比江嶋　敏　行 ひえじま　としゆき 九州歯科大学 Ｓ．20．5．3 宮﨑市 日本歯科医師野球連盟　常任理事
九州地区歯科医師会野球連盟　会長

顧　　問 弓　場　光　泰 ゆみば　みつやす 神奈川歯科大学 Ｓ．49．3．23 宮﨑市 日本歯科医師野球連盟　理事
九州地区歯科医師会野球連盟幹事長

専務理事 柴　田　壮　一 しばた　そういち 1 福岡歯科大学 Ｓ．36．11．12 八幡 八幡歯科医師会　
専務理事

監督・投手 木　畠　芳　則 きばた　よしのり 18 九州歯科大学 Ｓ．40．10．30 小倉

助監督・外野手 佐　藤　浩　一 さとう　ひろかず 6 福岡歯科大学 Ｓ．31．11．6 小倉

ヘッドコーチ・内野手 有　松　聖　二 ありまつ　せいじ 13 福岡歯科大学 Ｓ．43．11．13 八幡

コーチ・内野手 宗　　　盛　義 そう　もりよし 12 福岡歯科大学 Ｓ．36．12．16 小倉

コーチ・内野手 岡　田　正　明 おかだ　まさあき 11 九州歯科大学 Ｓ．38．4．27 小倉

コーチ・内野手 宮　崎　　　譲 みやざき　ゆずる 33 福岡歯科大学 Ｓ．36．5．29 八幡

主務・外野手 三　好　弘　造 みよし　こうぞう 10 福岡歯科大学 Ｓ．44．4．3 小倉

主将・投手 神　本　　　洋 かみもと　ひろし 9 九州歯科大学 Ｓ．44．5．15 八幡

投　　手 川　村　隆　造 かわむら　りゅうぞう 21 九州歯科大学 Ｓ．48．12．5 福岡市

投　　手 湯　浅　健　司 ゆあさ　けんじ 35 長崎大学 Ｓ．48．5．2 久留米

捕　　手 盛　根　将　隆 もりね　まさたか 31 福岡歯科大学 Ｓ．60．9．30 福岡市

内 野 手 荒　牧　雅　弘 あらまき　まさひろ 14 九州歯科大学 Ｓ．46．5．17 小倉

内 野 手 柴　田　昌　則 しばた　まさのり 20 福岡歯科大学 Ｓ．47．9．27 小倉

内 野 手 瀬　戸　泰　介 せと　たいすけ 34 九州歯科大学 Ｓ．50．12．12 小倉

内 野 手 松　尾　康　平 まつお　こうへい 22 福岡歯科大学 Ｓ．46．1．28 福岡市

内 野 手 守　永　知　弘 もりなが　ともひろ 16 福岡歯科大学 Ｓ．49．12．28 小倉

内 野 手 宮　崎　浩　文 みやざき　ひろふみ 17 北海道医療大学 Ｓ．44．1．1 福岡市

外 野 手 後　野　晃　太 あとの　こうた 60 福岡歯科大学 H．1．5．31 飯塚

外 野 手 常　賀　敬史郎 つねが　けいしろう 15 九州大学 Ｓ．49．8．8 八幡

外 野 手 宮　城　直　己 みやぎ　なおき 7 神奈川歯科大学 Ｓ．50．11．5 八幡

相 談 役 榎　本　通　典 えのもと　みちのり 鶴見大学 Ｓ．26．9．10 小倉 日本歯科医師野球連盟　副幹事長
（一社）小倉歯科医師会　会長

相 談 役 佐　竹　幸　雄 さたけ　ゆきお 九州歯科大学 田川 九州地区歯科医師野
球連盟　理事

相 談 役 東　山　隆　勇 ひがしやま 福岡歯科大学 Ｓ．28．8．4 福岡市 九州地区歯科医師野
球連盟　理事

相 談 役 龍　　　昭一郎 りゅう　しょういちろう 日本大学 Ｓ．31．7．25 柳川山門 九州地区歯科医師野
球連盟　理事

相 談 役 肥　川　淑　幸 こいかわ　としゆき 福岡歯科大学 Ｓ．31．1．18 小郡三井 福岡県歯科医師会
南地区野球部監督
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主　管

埼玉県歯科医師会
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

代表・内 飯　田　　　亘 いいだ　わたる 5 日本大学松戸 Ｓ．41．7．28 入間

監督・内 中　野　仁　史 なかの　まさし 31 日本大学 Ｓ．37．1．1 朝霞

助監督・内 佐　藤　　　徹 さとう　とおる 6 日本大学 Ｓ．42．5．14 所沢

主将・捕手 池　田　賢　一 いけだ　けんいち 24 日本大学 Ｓ．45．11．11 大宮 大宮常務理事

主務・内野手 竹　中　園　恵 たけなか　そのえ 23 日本大学 Ｓ．45．12．12 所沢

投　　手 笹　原　　　誠 ささはら　まこと 43 九州歯科大学 Ｓ．40．4．10 所沢

投　　手 石　塚　晃　一 いしづか　こういち 11 九州歯科大学 Ｓ．58．7．12 川口

投　　手 元　木　経　晶 もとき　のりまさ 37 明海大学 Ｓ．52．8．19 北足立

投　　手 武　藤　真　嗣 むとう　まさつぐ 18 日本大学松戸 H．1．2．8 朝霞

捕　　手 大　岩　陽太郎 おおいわ　ようたろう 2 日本大学 Ｓ．41．6．30 浦和

内 野 手 湯　浅　貴　文 ゆあさ　たかふみ 14 神奈川歯科大学 Ｓ．50．11．1 大里

内 野 手 浜　島　拓　也 はまじま　たくや 9 明海大学 Ｓ．46．7．22 所沢 所沢副会長

内 野 手 三　上　隆一郎 みかみ　りゅういちろう 3 日本歯科大学 Ｓ．54．2．27 所沢

内 野 手 弦　間　一　郎 げんま　いちろう 51 日本歯科大学 Ｓ．46．9．20 川口

内 野 手 青　木　隆　慶 あおき　たかよし 8 明海大学 Ｓ．40．7．25 朝霞

内 野 手 秋　山　郁　雄 あきやま　いくお 13 東京歯科大学 Ｓ．40．1．7 北足立

内 野 手 松　木　慎太郎 まつき　しんたろう 7 東京歯科大学 Ｓ．57．4．27 大宮

外 野 手 坂　井　章　人 さかい　あきひと 21 日本大学 Ｓ．45．8．20 所沢 所沢理事

外 野 手 神　谷　規　明 かみや　のりあき 25 九州歯科大学 Ｓ．56．1．24 所沢

外 野 手 漆　畑　　　健 うるしばた　たけし 29 明海大学 Ｓ．36．12．22 所沢

外 野 手 伊　藤　雷　太 いとう　らいた 4 長崎大学 Ｓ．48．9．27 大里

外 野 手 吉　澤　　　禎 よしざわ　ただし 19 明海大学 Ｓ．39．11．30 朝霞 朝霞地区理事

外 野 手 高　崎　隆　行 たかさき　たかゆき 33 鶴見大学 Ｓ．37．8．28 浦和

広　　報 下　山　賢一郎 しもやま　けんいちろう 日本歯科大学 Ｓ．39．3．2 所沢 所沢副会長
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主　　催　　日本歯科医師野球連盟

主　　管　　一般社団法人　埼玉県歯科医師会
大会会長　　島　田　　　篤（一般社団法人埼玉県歯科医師会）
実行委員長　中　野　仁　史
実行副委員長　佐　藤　　　徹
埼玉県歯科医師会野球部代表：飯　田　　　亘

発行責任者　日本歯科医師野球連盟
　　　　　　幹事長　河　村　二　郎

（連絡先：090‐3158‐8123）　　　　　
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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

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

A.B.E.F 野球場使用

スポーツの森

大会事務局
（7日）
E球場バックネット裏
（8日）
B球場バックネット裏

アルカディア市ヶ谷

都立大井ふ頭中央海浜公園
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