
 

第 71 回 

三鷹市市民体育祭スポーツ大会 

水 泳 競 技 

 

プログラム 

 
と き  令和３年 10 月 10 日（日） 
ところ  SUBARU 総合スポーツセンタープール 
じかん  午前 10 時 30分競技開始 

 

三鷹市市民体育祭役員 
会 長  河 村  孝 
副会長  貝ノ瀬  滋 
副会長  吉 田  武 
副会長  土 屋  宏 

 
 

主 催 三   鷹   市 

三鷹市教育委員会 

三鷹市体育協会 

(公財)三鷹市スポーツと文化財団 

 

       主 管 三鷹市水泳連盟 

 





大  会  役  員 

 
大会委員⾧  大久保 雅彦    

副委員⾧  今泉 正次    

大会顧問  菊地 輝男    

総務委員  今泉 正次 佐伯 友   

審判⾧  菊地 輝男    

副審判⾧  神 忠久 中村 ひとみ   

泳法審判員 （主） 西池 薫 釜池 宏 菊池 英吏子 服部 三恵子 

出発合図員 （主） 近藤 志津世 一戸 伸代 坂田 貴昭  

折り返し監察兼計時員 （主） 岩田 美幸 翁 松齢 村上 和代 桑原 由美子 

  辻本 朝美 佐伯 友 宮沢 みどり 金子 弘美 

  金親 愛陽 片塩 陽里 能戸 佳輝 小熊 智子 

機械操作員 （主） 松尾 良子 大久保 雅彦 ビーアイ  

記録員 （主） 牧野 ひろみ 坂上 由紀子   

コンピューター員 （主） 窪田 英一郎 今泉 正次 小林 菜々子 神保 翔平 

  冨岡 正年    

招集員 （主） 堀田 澄子 歌川 朋美 丸岡 近賀子 田中 秀子 

  松本 俊郎 大久保 凪紗 田島 英治  

通告員 （主） 杉本 裕子 藤井 智佳   

総務員 （主） 佐藤 清美 足利 由美子   

選手係 （主） 横田 愛子 岩﨑 昌子 會田 奈津代 小林 フミ 

 
 

大会要項及び注意事項 
１．競技規則は(公財)日本水泳連盟競技規則に準ずるほか、ローカルルール並びに本大会申合せ 

事項により行う。 

２．競技は全て決勝とし、タイムレースで行う。 

３．当日のエントリーは認めない。 

４．種目の変更は認めない。ただし、印刷のミス等の場合には訂正用紙に記入の上、招集係に 

提出のこと。 

５．第1招集は、原則、そのレースの8つ前のレースのときに行う。棄権者がある場合は必ず責任者 

が棄権届を招集係に提出すること。 

６．競技中の事故については、応急処置は主催者が行うが、以後の責任は負いかねるので、参加者 

は事故を起こさぬよう十分注意して競技に参加すること。 

７．安全のため、プールサイドでのシートの使用を禁止する。  

８．表彰は各種目の３位までを表彰する。優秀選手賞は､優れた大会新記録を樹立した者のうち､ 

会長及び副会長が認めた者に授与する。同一区分で連続しては授与しない。 

９．体調の悪い場合には泳がないようにすること。 

10．貴重品は各自で保管すること。 
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「伊東喜久雄賞」について 

 

 

 元三鷹市水泳連盟会長故伊東喜久雄氏は、三鷹市水泳連盟の育成と発展に終生情熱を

傾注され、その結果、連盟の競技力の向上はもとより競技会の運営方法、会員 1000 名 

(平成８年当時)を抱える連盟の組織力を日本一にされました。 

 故伊東氏のこれまでの功績を後世まで伝えるために、平成８年度より「伊東喜久雄賞」

を創設しました。この賞は、本大会で特に優秀な成績を収めた者に対して最優秀選手賞

として授与しております。 

 

  令和３年 10 月 10 日 

  三鷹市水泳連盟     

会長 大久保雅彦   
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昭和58年 （第33回）

中学女子 荻田　佳也子 (一 中) 一般女子 伊藤ゆかり (八王子高)

中学男子 高橋　和則 (三 中) 一般男子

昭和59年 （第34回）

中学男子 土屋  大輔 (三 中) 一般男子 高藤　豊治 (ｴｴﾝﾃﾞﾅｲ会)

一般女子 江川　洋子 (調布南高) 一般男子

昭和61年  (第36回)

45才以上女子 土橋  伸子 (三泳会) 女子最高齢者 梅田　伊子 (白楽会)

45才以上女子 菊池　美寿子 (個 人) 男子最高齢者 土田　功 (白楽会)

45才以上男子 門雀　準司 (富士重工)

昭和62年 （第37回）

中学女子 泉  　治子 (六 中) 一般男子 長沢  啓二 (三鷹高)

一般女子 丸岡  美紀 (国立高) 一般男子 島田　秀央 (三鷹高)

昭和63年 （第38回）

中学女子 竹内  幸枝 (二 中) 一般女子 鈴木  香織 (三鷹高)

中学男子 中谷　力 (六 中) 一般男子 長沢  啓二 (三鷹高)

平成元年 （第39回）

中学女子 山本　紋子 (三 中) 55才以上男子 伊藤　英夫 (白楽会)

中学男子 南  鑑起壮 (三 中) 55才以上男子 宇井　寛司 (ＧＳ部)

平成2年 （第40回）

中学女子 大谷  恭子 (三 中) 35才以上女子 萩原ミチ子 (みずとり)

中学男子 南  鑑起壮 (三 中) 35才以上男子 井上  智雄 (ｴｴﾝﾃﾞﾅｲ会)

35才以上女子 江本  晶子 (三泳会) 　　〃 犬飼  康人 (市 民)

平成3年 （第41回）

中学女子 植村  稚子 (三 中) 一般男子 石渡　明 (ＩＣＵ高)

中学男子 池田  茂樹 (三 中) 35才以上女子 岩田  盛子 (楽水会)

一般女子 35才以上男子 永井  義孝 (ＭＣＣ)

平成4年 （第42回）

中学女子 合田    啓 (四 中) 一般男子 中村    烈 (ＩＣＵ高)

      〃 植村  稚子 (三 中) 35才以上女子 森    玲子 (楽水会)

中学男子 池田  茂樹 (三 中) 45才以上男子 鈴木  右二 (かわうそ会)

平成5年 （第43回）

中学男子 榛澤  裕郎 (七  中) 35才以上女子

35才以上女子 中村　ひとみ (三泳会) 45才以上男子 小倉  良弘 (ＭＣＣ)

      〃 森    玲子 (楽水会) 55才以上男子 小川  孝司 (星泳会）

平成6年 （第44回）

中学男子 毛利  友一 (三  中) 35才以上女子 中村ひとみ (三泳会)

一般女子 45才以上女子 阿部サキ子 (三泳会)

一般男子 内山    勇 (エリージア) 55才以上男子 栗田    近 (ＭＣＣ)

平成7年 （第45回）

中学女子 加瀬　由美子 (六  中) 35才以上女子 石田  貴子 (みずとり)

一般男子 西尾    寛 (三井石化)   　　〃 石橋  祐子 (三泳会)

  　　〃 星野  隆之 (エリージア) 45才以上女子 赤星  洋子 (楽水会)

平成8年 （第46回）

35才以上女子 宮沢　みどり (みずとり)

中学女子 谷渕  綾乃 (久我山中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成9年 （第47回）

中学 山本　観 (三  中)

一般男子 浅田　憲和 (エリージア)

一般女子 藤原　悦子 (かわうそ会)

55才以上女子 小野　てる子 (三泳会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成10年 （第48回）

一般女子 小林　亜衣 (YSC-DAI)

55才以上女子 赤星　洋子 (楽水会)

35才以上男子 坂田　一晃 (かわうそ会)

35才以上女子 宮沢　みどり (みずとり) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

ＩＣＵ ＨＳ女子チーム

優  秀  選  手
三鷹市市民体育祭スポーツ大会水泳競技

エエンデナイ会チーム

三鷹高校Ａチーム

ＩＣＵ Ａチーム

三泳会  Ａチーム
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平成11年 （第49回）

一般女子 小林　亜衣 (横河DAI TEAM)

65才以上女子 野瀬  武子 (楽水会)

45才以上男子 井口  仁隆 (市民の会)

一般男子 笠原  俊晃 (横河DAI TEAM) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成12年 （第50回）

中学女子 相原  佳菜 (四  中)

35才以上女子 中村　ひとみ (三泳会)

一般男子 北脇  潤也 (横河ＳＣ)

35才以上女子 大江  聡美 (Ｐ.Ｂ.Ｎ!) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成13年 （第51回）

中学男子 近藤  正和 (一 中)

中学女子 三浦    葵 (三 中)

55才以上男子 深谷  寿邦 (ＭＣＣ)

55才以上女子 赤星  洋子 (楽水会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成14年 （第52回）

35才以上女子 近藤　志津世 (ＭＣＣ)

45才以上女子 小西　多江子 (みずとり)

45才以上男子 土屋　　宏 (市民の会)

中学女子 宮崎　美歌 (二　中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成15年 （第53回）

中学女子 片倉　優里奈 (六中爆泳会)

65才以上男子 小川　孝司 (個 人)

55才以上男子 小倉　良弘 (市民の会)

45才以上女子 中村　ひとみ (三泳会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成16年 （第54回）

65才以上女子 岩田　典子 (みずとり)

65才以上女子 河野　伊代子 (三泳会)

35才以上男子 坂田　一晃 (かわうそ会)

55才以上男子 小倉　良弘 (市民の会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成17年 （第55回）

中学男子 渡辺  翔太 (四 中)

55才以上男子 堀尾  虎徹  (ルネ三鷹会)

45才以上男子 中野  裕司  (かわうそ会)

45才以上女子 宮沢 みどり (みずとり) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成18年 （第56回）

45才以上女子 中村　ひとみ (三泳会)

55才以上女子 大橋  純子  (みずとり)

45才以上女子 近藤 志津世 (ＭＣＣ)

65才以上男子 鈴木 右二  (かわうそ会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成19年 （第57回）

55才以上女子 鈴木 美幸 (みずとり)

45才以上男子 佐藤 　清 (ＭＣＣ)

35才以上男子 佐藤 陽平  (海上技研)

中学男子 清水 　豪 （四中） 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成20年 （第58回）

65才以上女子 赤星  洋子 (楽水会)

65才以上男子 深谷  壽邦 (ＭＣＣ)

35才以上男子 大久保　雅彦 (かわうそ会)

55才以上女子 小西　多江子 (みずとり) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成21年 （第59回）

65才以上女子 市場　あい子 (楽水会)

45才以上男子 浅井  太朗 (ｴｴﾝﾃﾞﾅｲ会)

中学女子 川瀬  寛夏 （六中）

55才以上男子 井口  仁隆 (市民の会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)
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平成22年 （第60回）

45才以上女子 中村　ひとみ (三泳会)

45才以上男子 坂田　一晃 (かわうそ会)

一般女子 高村　陽 (三鷹高校)

中学男子 野口　聖也 (六中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成23年 （第61回）

65才以上男子 小倉　良弘 (市民の会)

35才以上男子 山本　克信 (アイデックス) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成24年 （第62回）

一般女子 榛澤　萌香 (市民)

一般男子 矢城　健渡 (市民)

45才以上女子 石井　久栄 (みずとり)

中学男子 本多　礼樹 (一中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成25年 （第63回）

55歳以上女子 加茂　隆子 (三泳会)

75歳以上男子 小森　章好 (セサミ三鷹)

中学女子 浅羽　栞 (四中)

中学女子 野口　夏也美 (六中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成26年 （第64回）

一般男子 小林　貴之 (市民)

45歳以上女子 木村　美加子 (三泳会)

75歳以上女子 岩田　典子 (みずとり)

中学女子 浅羽　栞 (四中) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成27年 （第65回）

35歳以上男子 小沼　里貴 (市民)

55歳以上女子 山城　八重子 (三泳会)

中学男子 宿谷　昂介 (三鷹中等中学)

55歳以上女子 中村　ひとみ (三泳会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成28年 （第66回）

35歳以上男子 中村　新次郎 (市民)

65歳以上男子 菅谷　邦彦 (市民)

中学女子 磯野　美優 (三鷹五中)

55歳以上男子 坂田　一晃 (かわうそ会) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成29年 （第67回）

75歳以上女子 長岡　裕子 (みずとり)

65歳以上男子 土屋　宏 (どうよう会先鋭)

中学女子 近藤　ジュン (市民)

一般男子 川島　龍一 (セレソン三鷹) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

平成30年 （第68回）

65歳以上女子 小西　多江子 (みずとり)

45歳以上男子 山本　克信 (アイデックス)

35歳以上女子 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭)

中学女子 近藤　ジュン (市民) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

令和元年 （第69回）

75歳以上女子 岩﨑　昌子 (ＭＣＣ)

75歳以上男子 釜池　宏 (ＭＣＣ)

55歳以上男子 辰馬　徹 (セサミ三鷹)

中学女子 内藤　花音 (水夢チーム) 最優秀選手賞(伊東喜久雄賞)

令和2年 （第70回）

コロナ禍のため、水泳競技は中止
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男      子 女      子

中　学

50m 自由形 近藤 正和 (一 中) 25.52 (H13) 川瀬　寛夏 (六 中) 27.39 (H21)

50m 平泳ぎ 藤井　航太 (市 民) 30.70 (H29) 浅羽　栞 (四 中) 34.49 (H26)

50m 背泳ぎ 本多　礼樹 (一 中) 28.99 (H24) 近藤　ジュン (市 民) 31.35 (H30)

50m バタフライ 清水 　豪 (四 中) 27.14 (H19) 近藤　ジュン (市 民) 29.41 (H30)

100m 自由形 槿山　天馬 (市 民) 55.18 (H29) 内藤　花音 (水夢チーム) 58.64 (R１)

100m 平泳ぎ 宿谷　昂介 (三鷹中等中学) 1:07.38 (H28) 浅羽　栞 (四 中) 1:12.10 (H26)

100m 背泳ぎ 宮本　郁斗 (四 中) 1:02.01 (R１) 伊藤　ななみ (四 中) 1:04.05 (R１)

100m バタフライ 宮本　郁斗 (四 中) 58.30 (R１) 近藤　ジュン (市 民) 1:03.33 (R１)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 本多　礼樹 (一 中) 1:01.60 (H24) 近藤　ジュン (市 民) 1:05.63 (R１)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 六中爆泳会 2:01.58 (H15) 水夢チーム 2:04.62 (R１)

200m リレー 三 中 Ａ 1:48.6 (H 4) 水夢チーム 1:54.41 (R１)

一  般

50m 自由形 北脇 潤也 (横河ＳＣ) 24.61 (H12) 三浦 葵 (市 民) 28.26 (H14)

50m 平泳ぎ 北脇 潤也 (レアレア) 30.29 (H21) 榛澤 萌香 (市 民) 35.79 (H24)

50m 背泳ぎ 川島　龍一 (セレソン三鷹) 26.02 (H29) 小林 亜衣 (横河DAI TEAM) 30.95 (H11)

50m バタフライ 川島　龍一 (セレソン三鷹) 25.37 (H29) 花田　早希 (三鷹中等高校) 30.54 (H28)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 相原 雄介 (横河DAI TEAM) 1:00.58 (H11) 片塩　陽里 (エエンデナイ会)1:09.95 (R１)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 横河ＳＣ Ｂ 1:51.08 (H12) 三鷹高校 2:12.69 (H20)

200m リレー 横河ＳＣ Ｂ 1:40.17 (H12) 三鷹高校 2:00.37 (H20)

35才以上

25m 自由形 北脇　潤也 (市民) 11.64 (R１) 宮沢 みどり (みずとり) 14.80 (H 8)

25m 平泳ぎ 北脇　潤也 (市民) 13.99 (R１) 前田　美紀 (どうよう会先鋭) 17.88 (R１)

25m 背泳ぎ 鍋田　佳人 (OJT) 15.22 (R１) 中村 ひとみ (三泳会) 18.14 (H 7)

25m バタフライ 小里　貴平 (市民) 13.00 (R１) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 15.02 (H29)

50m 自由形 中村新次郎 (市民) 26.42 (H30) 横山亜希子　 (どうよう会先鋭) 30.84 (H30)

50m 平泳ぎ 小林 貴之 (市民) 32.40 (H26) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 39.52 (R１)

50m 背泳ぎ 山本 克信　 (アイデックス) 31.63 (H23) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 36.05 (R１)

50m バタフライ 柴田　祐介 (TAC]) 28.54 (H30) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 33.14 (H29)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 山本 克信　 (アイデックス) 1:05.58 (H29) 黒崎　朋子 (どうよう会先鋭) 1:20.22 (H30)

200m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ かわうそ会 Ａ 2:12.13 (H17) どうよう会先鋭 2:20.41 (R１)

200m リレー かわうそ会 Ａ 1:55.10 (H17) どうよう会先鋭 2:07.31 (R１)

45才以上

25m 自由形 篠崎　勇 (どうよう会先鋭) 12.78 (R１) 西池　薫 (三泳会) 14.91 (R１)

25m 平泳ぎ 篠崎　勇 (どうよう会先鋭) 15.66 (R１) 木村 美加子 (三泳会) 18.87 (H26)

25m 背泳ぎ 北川　武 (市民) 15.00 (H29) 石井 久栄 (三泳会) 17.41 (H25)

25m バタフライ 坂田 一晃 (かわうそ会) 13.70 (H24) 中村 ひとみ (三泳会) 15.72 (H22)

50m 自由形 大久保 雅彦 (かわうそ会) 27.38 (H29) 宮沢 みどり (みずとり) 32.45 (H19)

50m 平泳ぎ 坂田 一晃 (かわうそ会) 35.01 (H22) 横山　亜希子 (どうよう会先鋭) 39.48 (R１)

50m 背泳ぎ 大久保 雅彦 (かわうそ会) 31.98 (H23) 石井 久栄 (みずとり) 37.14 (H24)

50m バタフライ 山本 克信　 (アイデックス) 28.53 (H30) 中村 ひとみ (三泳会) 34.78 (H22)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 山本 克信　 (アイデックス) 1:05.22 (H30) 近藤 志津世 (ＭＣＣ) 1:27.17 (H18)

大   会   記   録
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男      子 女      子

55才以上

25m 自由形 辰馬　徹 (セサミ三鷹) 13.67 (R１) 宮沢 みどり (みずとり) 15.50 (H26)

25m 平泳ぎ 辰馬　徹 (セサミ三鷹) 16.60 (H30) 宮沢 みどり (みずとり) 19.65 (H26)

25m 背泳ぎ 辰馬　徹 (セサミ三鷹) 17.56 (H30) 加茂　隆子 (三泳会) 19.69 (H30)

25m バタフライ 小倉 良弘 (市民の会) 14.61 (H15) 中村ひとみ (三泳会) 16.83 (H30)

50m 自由形 坂田 一晃 (かわうそ会) 29.63 (H29) 小西 多江子 (みずとり) 35.41 (H20)

50m 平泳ぎ 坂田 一晃 (かわうそ会) 36.21 (H28) 宮沢 みどり (みずとり) 43.60 (H28)

50m 背泳ぎ 辰馬　徹 (セサミ三鷹) 38.04 (R１) 中村ひとみ (三泳会) 40.50 (H27)

50m バタフライ 坂田 一晃 (かわうそ会) 30.84 (H28) 鈴木 美幸 (みずとり) 40.40 (H19)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ 坂田 一晃 （どうよう会先鋭）1:14.94 (R１) なし（R1設定種目）

65才以上

25m 自由形 深谷 壽邦 (ＭＣＣ) 14.42 (H23) 土橋 伸子 (三泳会) 17.67 (H19)

25m 平泳ぎ 小川 孝司 (個 人) 19.93 (H15) 小野 てる子 (三泳会) 22.76 (H 7)

25m 背泳ぎ 菅谷　邦彦 (市民) 18.48 (H28) 赤星 洋子 (楽水会) 21.86 (H20)

25m バタフライ 土屋　宏 (どうよう会先鋭) 14.78 (H29) 丹野　圭子 (ＭＣＣ) 20.44 (R１)

50m 自由形 小倉 良弘 (市民の会) 31.72 (H23) 小西 多江子 (みずとり) 39.40 (H30)

50m 平泳ぎ 梅原 健三 (セサミ三鷹) 41.63 (H19) 大橋　純子 (みずとり) 47.34 (H28)

50m 背泳ぎ 菅谷　邦彦 (市民) 40.62 (H28) 赤星 洋子 (楽水会) 46.60 (H20)

50m バタフライ 土屋　宏 (どうよう会先鋭) 32.78 (H29) 小西 多江子 (みずとり) 47.73 (H30)

100m 個人ﾒﾄﾞﾚｰ なし（R1設定種目） なし（R1設定種目）

75才以上

25m 自由形 小森 章好 (セサミ三鷹) 17.69 (H25) 岩﨑　昌子 （ＭＣＣ） 19.45 (R１)

25m 平泳ぎ 釜池　宏 （ＭＣＣ） 21.14 (R１) 小野てる子 (三泳会) 27.79 (H23)

25m 背泳ぎ 鈴木　右二 (かわうそ会) 22.16 (H28) 箕輪　恵子 （ＧＳ部） 26.34 (R１)

25m バタフライ 本間 久雄 （ＧＳ部） 21.68 (H23) 長岡　裕子 (みずとり) 24.01 (H29)

50m 自由形 田尻　仁一 (セサミ三鷹) 40.72 (H27) 岩田 典子 (みずとり) 46.23 (H26)

50m 平泳ぎ 釜池　宏 （ＭＣＣ） 46.24 (R１) 田中サツキ （ＧＳ部） 1:16.52 (H30)

50m 背泳ぎ 土橋　義知 （ＭＣＣ） 52.64 (R１) 岩田 典子 (みずとり) 56.69 (H26)

50m バタフライ 鈴木　右二 (かわうそ会) 47.10 (H28) 岩﨑　昌子 （ＭＣＣ） 1:02.85 (R１)

200才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 市民の会 1:06.54 (H13) 三泳会A 1:10.34 (H29)

100m リレー 市民の会 56.41 (H22) 三泳会Ａ 1:01.97 (H27)

240才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ＭＣＣ 1:11.46 (H26) 三泳会 1:14.90 (H30)

100m リレー ＭＣＣ 1:02.24 (H24) 三泳会 1:08.56 (H30)

280才以上

100m ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ ＭＣＣ 1:16.82 (R1) 楽水会A 1:31.21 (H25)

100m リレー セサミ三鷹 1:08.39 (H22) 楽水会A 1:19.59 (H25)
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NO.1、２は同時実施
NO.5,6は同時実施

NO.8,9,10は同時実施
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NO.15、16は同時実施

-13-



NO.18､21は同時実施

-14-



NO.28、29は同時実施

NO.30,31は同時実施

-15-



NO.33､34は同時実施

NO.38,39,40は同時実施

-16-



NO.41、42は同時実施

NO.43、44は同時実施

NO.45、46は同時実施

NO.48、49は同時実施

-17-



NO.50､51は同時実施

NO.53、54は同時実施

NO.55、56は同時実施

-18-



NO.59、60は同時実施

NO.62、63は同時実施

-19-



NO.66、67は同時実施

NO.68、70、71は同時実施

-20-



NO.78、79は同時実施

-21-



NO.82、83は同時実施

NO.85、86は同時実施

-22-



NO,90、91、92は同時実施

-23-



NO.97、98は同時実施

NO.99、100は同時実施

-24-



NO.104、105、107は同時実施 NO.108、109は同時実施

-25-



NO.112、114は同時実施

-26-



-27-
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