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氏　　名 生年月日 所属チーム 氏　　名 生年月日 所属チーム
水野  　 隆 1931.04.28 名古屋５００クロウズ 山本　栄次 1942.03.02 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
松尾  　 幸 1931.09.16 岐阜サッカーOB会 森本　幸生 1941.05.16 もののけ２０００FC
柴田     孝 1932.01.03 金沢フェニックスクラブ 北野　　武 1941.08.21 もののけ２０００FC
林   　孝治 1931.09.06 西日本元老 間谷　　稔 1941.10.16 もののけ２０００FC
沢本　　平 1931.11.26 高知昭和OB会 川野　眞治 1942.01.05 関西白線クラブ
森　   欽弘 1931.09.18 島原オールドボーイ 藤戸　俊弘 1941.04.28 櫻ミッションＦＣ
城　   智雄 1932.02.11 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 江渡　紀一 1941.12.21 西日本元老
松元　　剛 1931.08.03 鹿児島元老FC 松浦　秀喬 1941.06.23 長崎紫陽花倶楽部

神崎　嘗三 1941.10.17 長崎紫陽花倶楽部
大塚　陽久 1936.04.24 浜松怪童クラブ 白石　　修 1941.01.08 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
高尾  悦夫 1936.09.14 名古屋５００クロウズ 伊牟田吉孝 1942.03.01 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
紀藤　  功 1937.03.12 岐阜サッカーOB会 清成　光男 1941.12.05 ランザ熊本シニア
武田  　光 1936.05.06 各務原フェニックス 田中　栄八 1941.06.18 ＦＣ延岡
川田　将稔 1937.01.25 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 沖米田征一 104110.05 ＦＣ延岡
桃井　房夫 1937.02.26 伊賀ＦＣ シニア 長浜　信義 1941.02.25 ＦＣ延岡
大間知雄三 1936.04.12 あしがるサッカー富山 山崎　忠義 1941.10.13 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
奥村　芳明 1936.11.23 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
大藪　孝司 1936.09.24 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大塚  龍男 1952.03.11 名古屋５００クロウズ
橋本　久雄 1937.02.03 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大伴　敬三 1951.12.24 豊田シニアＦＣ
辻野　元祥 1936.11.29 関西白線クラブ 恒川　正雄 1952.02.09 豊田シニアＦＣ
二神　薫明 1936.10.25 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ 石川　明史 1951.04.20 刈谷アゴーズ
山本　武吉 1937.02.09 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ 白石　健治 1952.02.18 刈谷アゴーズ
合田　直司 1937.01.06 高知昭和OB会 浅野　芳宏 1951.12.21 岐阜サッカーOB会
中村　忠士 1937.0103 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 那須　　実 1952.03.19 岐阜サッカーOB会
槌田　正之 1937.02.11 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 臼田　幸夫 1951.12.22 各務原フェニックス

亀山　　勉 1952.0.1.22 各務原フェニックス
廣瀬　明人 1941.09.13 名古屋５００クロウズ 松岡　達朗 1951.07.03 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
高橋  泰明 1941.10.03 名古屋５００クロウズ 田崎　忠信 1951.12.02 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
森    洋造 194201.07 名古屋５００クロウズ 北川　貴志 1951.12.13 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
高橋  康博 1941.09.18 豊田シニアＦＣ 安藤　悦男 1952.03.08 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
宮川  浩美 1941.11.10 豊田シニアＦＣ 窪田　和彦 1952.03.14 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
谷澤     昇 1941.11.23 豊田シニアＦＣ 大田　和敏 1949.02.16 伊賀ＦＣ シニア
椙浦　康彦 1942.01.03 刈谷アゴーズ 福本　進治 1952.01.07 伊賀ＦＣ シニア
池田　武俊 1942.01.27 岐阜サッカーOB会 宮川　俊晴 1951.04.10 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
野村　  晃 1942.01.28 各務原フェニックス 降幡　清治 1951.04.15 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
今井　康介 1941.09.20 伊賀ＦＣ シニア 松田　正巳 1951.04.24 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
塩田　禎一 1940.11.01 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 手塚　郁夫 1951.06.28 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
宮下　宗盛 1941.10.30 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 中和　昌成 1951.08.25 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
佐野　  譲 1941.10.20 金沢フェニックスクラブ 笠井　英男 1951.07.20 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
道場昭太郎 1941.11.22 金沢フェニックスクラブ 寺本　雅彦 1951.07.20 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
中嶋　　徹 1941.08.13 あしがるサッカー富山 笹木　重泰 1952.01.02 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井
有本　義雄 1941.10.31 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 石出　和夫 1951.10.10 金沢フェニックスクラブ
小田　晋作 1942.02.23 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 松野　信和 1952.01.29 金沢フェニックスクラブ
助川　靖夫 1942.01.04 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ ― ー ー

  金パンツ贈呈者　 (1941.4.2～1942.4.1生)
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氏　　名 生年月日 所属チーム 氏　　名 生年月日 所属チーム
伊藤　伸博 1951.08.22 あしがるサッカー富山  楳本　良一 1951.01.06 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
高盛　厚吉 1952.01.07 あしがるサッカー富山 川西　徳一 1951.02.17 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
谷川　尚己 1951.06.06 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 湯浅　宣典 1951.05.03 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
松山 喜久雄 1951.07.31 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 三谷　淳一 1951.08.27 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
北林　隆司 1951.08.02 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 金村　浩義 1952.01.04 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
西　   　博 1951.09.29 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 四宮　圭二 1952.01.13 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
宮原　俊雄 1952.02.16 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 大隅　壮行 1952.01.28 徳島OBｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
渡辺　生夫 1952.03.12 滋賀ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ 木山　満繁 1951.01.10 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ
林   　俊一 1951.05.18 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 柴田　聖治 1952.02.05 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ
樋口　晴雄 1951.06.06 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 沖石満之助 1952.02.11 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ
赤瀬　一豊 1951.12.21 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 尾崎　隆司 1952.03.20 えひめ四十雀ｸﾗﾌﾞ
林     暢夫 1952.03.08 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 吉川　正明 1951.09.21 高知昭和OB会
来栖　孝治 1952.03.20 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 佐々木裕憲 1951.0529 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
荒木　 茂 1951.08.05 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 平野　　厚 1951.06.25 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
近沢　幸信 1951.09.05 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 藤崎　義廣 1952.02.06 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
951.10.10 1951.10.10 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 熊崎　宏憲 1951.07.06 長崎紫陽花倶楽部
柴田　富博 1952.02.28 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 岩元　龍夫 1952.01.02 長崎紫陽花倶楽部
松田　　誠 1952.03.02 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 堀　慶太朗 1952.01.28 長崎紫陽花倶楽部
山口　伸典 1951.04.08 交野ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 山口　博隆 1952.03.25 島原オールドボーイ
冨田　義彦 1951.09.30 交野ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 大磧　　正 1951.05.05 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
福田　　健 1951.04.19 ニコルスFC 北本　一男 1951.08.18 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
中山　知明 1951.06.24 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 岡本　芳雄 1951.11.07 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
多田　道男 1951.07.17 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 本田　慶信 1951.09.09 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞ
冨安　敏郎 1951.09.02 もののけ２０００FC 寺田　博己 1951.05.05 ＦＣ延岡
道上　嘉昭 1952.03.22 もののけ２０００FC 小城　一志 1951.11.15 ＦＣ延岡
馬場　　稔 1952.06.26 関西白線クラブ 丸田　義明 1951.08.24 都城ヤングマン
安藤　真敏 1951.04.11 櫻ミッションＦＣ 安樂　久敬 1943.05.18 鹿児島元老FC
山本　敏晴 1951.05.11 櫻ミッションＦＣ 中尾　直篤 1951.05.21 鹿児島元老FC
立花　清尊 1951.12.09 櫻ミッションＦＣ 新町　欣和 1951.08.24 鹿児島元老FC
塚元　重範 1952.01.02 櫻ミッションＦＣ 松山　　孝 1951.11.11 鹿児島元老FC
仲田　嘉信 1952.03.04 櫻ミッションＦＣ 上原　一哉 1951.12.31 鹿児島元老FC
高木　直記 1952.03.19 櫻ミッションＦＣ 真邊　蔵人 1952.01.30 鹿児島元老FC
澤野　　誠 1952.08.11 和歌山シニアＦＣ 森　  健二 1949.11.13 薩摩シニア
福本　好秀 1951.04.02 奈良蹴翁 山内　　宏 1951.08.30 薩摩シニア
山崎　茂丸 1951.11.13 奈良蹴翁 八田　孔伸 1951.09.30 薩摩シニア
井上　伸二 1951.06.09 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 樋口　和夫 1951.11.16 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
板口　　進 1951.09.03 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 甲斐　英明 1952.02.17 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
西本　文親 1951.12.20 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 二宮　弘泰 1951.07.29 九州元老
木原　俊弘 1951.08.09 今治四十雀FC 荒木　宗明 1951.06.29 九州元老
村越　博幸 1952.01.06 今治四十雀FC 赤松　英康 1952.02.05 九州元老

  銀パンツ贈呈者　 (1951.4.2～1952.4.1生)   銀パンツ贈呈者　 (1951.4.2～1952.4.1生)
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