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１. はじめに

ならば「コマ大戦」で、多くの熱い人たちをここ八王子に集める。
そして、この熱い気持ちを、できるだけ多くの人たちに伝わるように、徹
底的に盛り上げ、そして発信していくのだ！

日本をすぐに変えるのは難しいかもしれない。
でも、そのきっかけの一つは、オレたちでもつくれる！
オレたちにはその確信がある。
９／３０は、八王子が日本で一番熱い場所にする！
これはオレたちの挑戦なんだ。
オレたちが関東大会に没頭するのは、これが理由なんだ。

開催にあたり、多大なご配慮を頂いている「心技隊」のみなさま。
友情共催の「ひたち立志塾」と「フロンティアすみだ塾」のみなさん。
福井、関西、愛知、信州、新潟、愛知からかけつけてくれた皆さま。
オレたちのために駆けつけてくれる「浪江焼麺太国」のみんな。
その他大会の主旨に賛同し、ご協力して頂いている関係者のみなさま。

皆さまの熱い気持ちに報いるためにも、
そして、オレたちの目標を達成させるためにも、

「全日本製造業コマ大戦関東大会（ＧⅡ）八王子場所」が開催される。
オレたちＨＦＡは、ありがたいことにその開催・運営の栄誉を得た。

エントリーチーム数は６４チーム。　協賛企業数は６０社。
八王子場所は、過去最大規模で行われようとしている。

準備に奔走するオレたちＨＦＡメンバーのここ一ヶ月は、ひどい有様だ。
ただでさえ日中は会社経営等で忙しい身だ。
しかたないから、夜に打合せをするしかない。

それにしても、この規模だ……
そこには、想像を絶するハンパではない日々が待っていた。
いくら議論してもし尽せない。いくら検討を重ねても心配がぬぐえない。
そして、疲労から口論も絶えない。
アイツは仕事やってねぇ！　そんなんじゃ全然ダメだろうが！

自動的に、帰宅は午前様となる。
そんなことが毎晩のように毎晩のようにつづく･･････
ぶっちゃけ、ここ１～２週間は、実の家族以上にコイツらと一緒にいる。

八王子場所を全力で運営させて頂きます。

ＨＦＡのみんな、走り抜けよう！
そして、みんなで泣こう！

オレたちは一体何をやってるんだ？
自分らが仕掛けたとはいえ、逃げられるものなら逃げてぇ…

何でそんな大変な思いをしてまで、そんなことやってんだ？
ある方から投げかけられた。

それは、オレたちはそれをやらなければならない理由があるからだ。

今、日本は疲弊しまくっている。
それを「国の責任」と片付けてしまうことは簡単だ。
それで何かが変わるのであれば、どんどん国に押し付けてしまえばいい。

でも、時は待ってくれない。もう待てないんだ。
今やらないと、自分の息子に、孫にいい日本を残してやれない。
だから、オレたちがやるんだ！

今ほど全国でそういう動きが出始めている時はない。
「コマ大戦」には、「町工場が、中小企業が元気になることで日本を盛り
上げる」という熱い思いが込められている。
「コマ大戦」に係る人たちは、本気でそう思っている人たちがあきれるほ
ど多い。



(1) コマ大戦ってなに？
 

(2) もともとの起こりは？

２. 全日本製造業コマ大戦とは

　町工場が自らの英知と技術を結集してコマを製作し、ガチンコで「喧嘩ゴマ（※１）」をする競技です。

　精度の高い加工技術で製造されたコマは、「永久に」と思えるほど回り続けます。
　この競技は、「大きさφ20mm（20パイ）」さえ守れば、どんな素材を使っても、どんな形状でもＯＫ。固
い縛りはほとんどありませんが、その分「強いコマ」をつくるためには、「どんな素材がいいのか？」「どんな
形状がいいのか？」「どんな加工がいいのか？」をトコトン追及しなければなりません。

　町工場の創意工夫。「素材の知識」「設計開発力」「加工技術力」の駆使の果てにある勝利は、まさに「The
Best of 町工場」と言っても過言ではありません。だからこそ、町工場の「意地」と「プライド」が賭けられる
のです！

　この競技は、横浜を中心に活動している「心技隊（しんぎたい）（※２）」という町工場グループが、「この
競技をとおして、日本の町工場の技術力をアピールし、日本の製造業を盛り上げる。」ことを目的に始まりまし
た。

　言うまでもないですが、日本の中小製造業は非常に厳しい局面を迎えております。かつてのように大手企業か
ら材料も図面も提供され、粛々と製造して納めるだけでは生き残っていけません。企業自らが素材を選定し、設
計開発力をつけ、自社のウリを発掘していかなければ淘汰されてしまいます。

　それらの要素が全て凝縮されているのが、この「コマ大戦」なのです！

　第１回全国大会(ＧⅠ)を優勝した茅ヶ崎市にある(株)由紀精密は、優勝したコマの注文が全国から殺到し、月間3000個を売り上げました。また、メガ
ネで有名な福井県鯖江市のグループ「チタンクリエーター福井」は、チタンでつくった逆さゴマでネット販売を始めており、売上を伸ばしております。
また、タングステンやモリブデンといった加工が難しい素材（所謂「難削材」）を材料としてコマ製作した企業は、その加工技術が認められ、それらを
加工する発注が増えているという実例もあります。
　尚、「全日本製造業コマ大戦」は来年度世界大会の開催も視野に入れており、既にドイツ、フランス、台湾等々の企業に打診を始めております。

(※１) どちらかが先に止まったり、土俵から出てしまったら負けとなります。ベーゴマの現代版、ベイブレードの大人版と思っていただいて差し障り

ありません。また、敗者は勝者にコマを提供しなければなりません。

(※２)「心技隊」概要

◆住 所：神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央４－３２－２１マエダ中央ビル７Ｆ ◆電 話：045-633-1056  ◆ＵＲＬ：http://sngt.jp

◆代表者：株式会社ミナロ 代表取締役 緑川賢司

◆備 考：中小製造業９社によって組織されている任意団体で、中小企業の人材育成、連携促進、製品開発等々をサポートすることにより、

日本経済を発展させることを目的に活動している。平成21年頃から活動している。



(3) 関東大会(ＧⅡ)八王子場所とは？

　また、「コマ」という老若男女に身近なものをとおして、子どもたちに「ものづくり」の素晴らしさを体験してもらうために、「NPO法人子供の成長
と環境を考える会（※３）」様と連携し、子どもたちやそのご家族向けのイベントも並列開催する予定です。
　さらに、東日本大震災復興支援という位置付けで、未だ警戒区域に指定されている福島県双葉郡浪江町のご当地グルメ「なみえ焼そば」の普及活動を
続けており、昨年度姫路で開催されたB1グランプリで四位に輝いた「浪江焼麺太国」のメンバーを招聘し、「なみえ焼そば」の販売や浪江町の現状報告
会等も行う予定です。

　尚、全日本製造業コマ大戦は、全国大会をＧⅠ、本大会のような地方予選大会をＧⅡ、イベントをＧⅢと位置付けております。

　本競技は、平成24年２月２日にパシフィコ横浜にて開催された第1回全国大会(ＧⅠ)が、日刊工業新聞、ＮＨ
Ｋ等々の各種メディアに取り上げられたことで一気に全国に広がり、第2回全国大会(ＧⅠ)（平成25年2月に開
催予定）を実施するにあたって上で全国７ブロックに分けて地方予選大会(ＧⅡ)を実施する必要性が出てきまし
た。

　今回八王子で開催される「八王子場所」は関東ブロックの予選大会(ＧⅡ)であり、一都七県（東京、神奈川、
埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨）から高い「英知」と「技術」を備えた熱い事業者が64チーム集まり、
２月の全国大会(ＧⅠ)の切符を得るために争われることになります。

　今回、「関東大会(ＧⅡ)八王子場所」は、多摩地域随一の施設を誇る東京工科大学／日本工学院八王子専門学
校さまの全面的な協力のもと、私どもHFAが運営をさせて頂く予定です。
　関東には技術も意欲も高い町工場がたくさんあります。こうした町工場を集め、コマ大会の歴史に残るような
規模と内容の大会にし、日本の中小企業を盛り上げていきたいと考えております。

(※３)「NPO法人子供の成長と環境を考える会」概要

◆住 所：渋谷区桜丘24-18 東松ビルシミズ＆アソシエイツ内 ◆電 話：03-5728-8725

◆ＵＲＬ：http://sandass.com/ce/index.html ◆代表者：代表理事 白井一郎

◆備 考：東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県を中心に、子供達のキャリア支援をしている。子供の成長に関わる教育環境を、大学や



(1) 大会名

 　全日本製造業コマ大戦関東大会（ＧⅡ）八王子場所

(2) 日　時

 　平成24年 9月30日（日）10:00～19:00

(3) 主　催

 　心技隊

(4) 共　催

 　ＨＦＡ（Hachioji Future Association）

(5) 共同運営（友情共催）

３. 八王子場所概要

 　ひたち立志塾・フロンティアすみだ塾

(6) 協　力

 　多摩信用金庫・ＪＣＮテレメディア・(株)望月製本所

(7) 会　場

 　東京工科大学／日本工学院八王子専門学校

(8) 後　援

 　八王子市・日立市・八王子商工会議所・

 　サイバーシルクロード八王子・

 　(社)八王子法人会青年部会・(一社)首都圏産業活性化協会



４. 大会レギュレーション

(1) 総合ルール
◆ 参加者の条件は、法人またはグループとする。
◆ コマは指で回すこと。
◆ 勝敗は、土俵の外に出るか、先に止まってしまったら負けとするまた、土俵との接地面以外の部分が動いていても、接地面が
    止まっていたら負けとする。なお、勝者は敗者のコマをもらえる。
◆ コマの直径は、静止状態で回転軸に対しφ20mm 以下（補助部品含む）、材質・重量制限無しで、1 グループ1 個までとする。
◆ 土俵の仕様はφ250mm 凹R700mm ケミカルウッド製とする。

(2) 予選リーグルール
◆ 16 ブロックに分け、1 ブロック4 チーム、全64 チームの総当たりで実施
◆ 1 試合5 分とし、勝ち3 点、引き分け1 点、負け0 点の勝ち点制とする。
◆ 総当たり終了時点で勝ち点が並んだ場合は、並んでいる全チームで時間無制限の延長サドンデスを行う。
◆ 上位1 チームが決勝トーナメントへ進出する。

(3) 決勝トーナメントルール
◆ 各ブロックで1 位のチーム、全16 チームのトーナメント方式で実施。

【１回戦】
 　 ◇ 16 チームの１回戦の割り付け、及び試合の順番は下記のとおりとする。
      　 ① Ａ組１位 × Ｊ組１位　　　② Ｂ組１位 × Ｋ組１位　　　③ Ｃ組１位 × Ｌ組１位　　　④ Ｄ組１位 × Ｍ組１位
       　⑤ Ｅ組１位 × Ｎ組１位　　　⑥ Ｆ組１位 × Ｐ組１位　　　⑦ Ｇ組１位 × Ｑ組１位　　　⑧ Ｈ組１位 × Ｒ組１位
 　 ◇ ２勝先勝（２連勝ではない）した時点で試合終了。

【準々決勝】
 　 ◇ １回戦の勝者（８チーム）による抽選シャッフルを行う。
 　 ◇ ２勝先勝（２連勝ではない）した時点で試合終了。

【準決勝】
 　 ◇ ２連勝した時点で試合終了。
 　 ◇ 勝者は、来年開催される「全日本製造業コマ大戦全国大会（Ｇ１）」の出場権を得る。

【３位決定戦】
 　 ◇ 準決勝の敗者（２チーム）による３位決定戦を行う。
 　 ◇ 勝者は、「全日本製造業コマ大戦全国大会（Ｇ１）」敗者復活戦の出場権を得る。

【決勝】
 　 ◇ 準決勝の勝者（２チーム）による「全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２」優勝者を決定する。
 　 ◇ ２連勝した時点で試合終了。



６. 八王子場所　台本

(1) エントランスホール会場

＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

７：００～ 関係者（ＨＦＡ，運営メンバー）会場に集合
・最終打ち合わせ（役割分担確認・動画・撮影・当日の運営等打合せ） 鈴木 全員
・注意事項（会場内、他イベント、緊急対応等、避難経路の確認） 一瀬、高橋
※特に、地震や火災の際の避難経路は全員共有し、スムーズな誘導が出来るように把握 台本巻末に避難経路掲載

無料シャトルバスの運行表
（控室）
片柳研究所棟１Ｆ ①心技隊、ＨＦＡ、日立立志塾、フロンティアすみだ塾 案内係：２名程度

②来客（審判含む外郭団体控室） 来賓控室　 来賓担当：一瀬、柏田
③チアダンサー（東京都職員）控室・更衣室 ※本部常駐

片柳研究所棟2Ｆ ①出場チーム　荷物置き場　
教室 ②たましん企画セミナー会場

③法人会青年部　租税教室会場 （出場チームルール説明会場）
④コマ大戦予選審判レクチャー会場

※各部屋及びエリア・喫煙場所等は備品の方で用意
エントランスホール 銀杏コマ販売 スタッフ：内野、坂口、尾川

８：００～ ＰＡ，音響関係、ＰＣ映像関係準備

動画撮影（ＨＦＡ記念用） 舞台裏から本編～打ち上げまでのドキュメント撮影 動画撮影：西川、江本
※日本工学院八王子専門学校学生チームより、カメラ１台導入 日本工学院専門学校学生チーム

８：３０～ 出場チーム集合　順番にコマの受付（ゲージチェック）⇒コマの写真⇒チーム写真撮影 エントリー受付：心技隊
・出場チーム集合　順番にコマの受付⇒コマの写真⇒チーム写真撮影 サポート：新谷、北島、坂本、湊

※コマの画像、チームの画像は編集部隊へ渡す チーム画像：町野、橋本、井上
※コマのゲージ用意⇒コマの確認⇒一時預かり（保管方法は心技隊と協議） 心技隊

予選審判
９：００～ 審判及びレクチャー受付者集合 ※駅までの迎えなし、タクシーで来て頂き領収証もらう 誘導：１名 福井：２ 京都：２

音出し・映像・マイク関係リハ 映像：江浦、音響：青木 大阪：４ 愛知：１
長野：１ 茨城：３

９：３０～ 行司審判のレクチャー ※場所は片柳研究所棟２Ｆ教室にて開催 落合さん、心技隊 墨田：１
※土俵担当も決める エスコート・挨拶：一瀬、高橋 八王子：２

９：２０～９：３０　　 出場チームルール説明（代表者のみ） ※片柳研究所棟　２Ｆ教室 エスコート・説明：北島
※遅れてきたチーム用にレギュレーション紙を渡す⇒事務局事前準備

９：３０～会場ＢＧＭ ★コマ大戦公式テーマソング⇔ＢＧＭ（青木チョイス）ルーチン
※会場外のイベント他会場の様子報告（インカム） 三田、山本

★鈴木：ＧＯ⇒江浦、青木
９：５５～ 【オープニングアクト】 【ＰＡ席】

競馬関東Ｇ１ファンファーレ＆画像 青木、江浦、新谷
動画⇒（ケイナーン K'naan - Wavin' Flag ）⇒ＣＭ 【スチールカメラマン】
※予選会場にて、液晶テレビモニター（５０インチ）４台同時上映
※スピーカー　１ｓｅｔ：工科大、１ｓｅt：ＩＪＪスピーカー　合計２ｓｅｔ設置 近藤、町野、橋本、井上、山岸



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒司会者
１０：００～ 【オープニング】
司会 皆様、おはようございます！ 【進行指示】

さぁいよいよコマ大戦全国大会に出場する２チームを決める 北島
関東大会が始まります。
今回、１都７県から総勢６４チームもの猛者たちが集まり競い合います！
申し遅れました、私この度、司会を務めさせて頂きます
地寄と申します。
どうぞ最後まで御付き合いください。。
～拍手～
さて、大会に先立ちまして「全日本製造業コマ大戦」の仕掛け人でもあり主催者心技隊の隊長
緑川大会委員長より開会のご挨拶をお願い致します。

緑川 （挨拶）

続きまして、この関東大会八王子場所の共催を務めております
八王子フュチャーアソシエイションの一瀬会長、

そして友情共催として同じ後継者育成塾繋がりでもあります。
ひたち立志塾塾長　赤津大門様（わざとです）、
すみだ次世代経営研究協議会　会長菊地智美様より一言頂きます
それでは、一瀬様、赤津大門様、菊地様宜しお願いします

一瀬 （挨拶）
赤津 （挨拶）
菊地 （挨拶）

司会 一瀬様、赤津大門様、菊地様有難う御座いました。
続きまして、この関東大会の場所を快くご提供頂きました
日本工学院八王子専門学校より○○様、ご挨拶をお願い致します。

日本工学院八王子専門 （挨拶）

司会 ○○様ありがとうございました！

司会 続きまして、この会場とは別会場になるのですが、この大会の共催者ＨＦＡが支援している
「浪江商工会青年部」の皆様をご紹介い致します。
浪江の皆さま宜しくお願い致します。

八島 （スピーチ）

司会 八島様有難う御座いました！
皆様、是非「浪江焼そば」を食べて頂いて、浪江の故郷の味を堪能して下さい。
会場は、このエントランスホールを出まして、左手に進んで頂くと会場が御座います。
宜しくお願い致します！



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

司会 さぁ、それでは、今回この関東大会にエントリー頂いた６４チームをご紹介致します！ 【予選呼び出し順表作成】
チーム名を呼ばれた代表者の方は、前の方にお越しください 高橋⇒司会者へ事前に渡す
先ずは、グループＡから　○○県からチーム○○！

ＢＧＭ 音量小さく（サラブライトマン／クエスチョンオブオナー）※リピート

アクション グループＡが揃った時点で名刺交換パフォーマンス グループ代表者ステージ誘導係
グループＢ～グループＲと順に続く 北島

司会 壇上では、お約束の名刺交換が始まっております。。
どこかの番組で見た光景です。。 （アドリブ）

司会 さぁ以上、６４チームがここに集結致しました！
まずは決勝トーナメント１６のイスを掛けて予選リーグを戦って頂きます。
皆様、盛大な拍手をお願い致します！！！

※出場チーム代表者は元の場所に戻る

司会 続きまして、予選リーグのルールをご説明致します。
今回は、決勝トーナメント１６のイスを掛けて、１６のグループ各４チームが
総当たりで、３ゲームづつ行います。
１ゲームの試合時間は、５分です。
今回は勝ち点制となっており、勝ちが３、負けが０、
そして５分以内の決着がつかない場合
もしくは、同体の場合はドロー１となります。
勝ち点が一番多いグループ１位のチームが、
午後に行われる決勝トーナメントへコマを進めます。
コマのルールですが、回転軸に対してΦ２０以内であれば、
材質・重さ・形状はフリーです。
回し手がコマを回し、コマが止まるか、土俵の外に出たら負けとなります。

司会 さぁという事で、いよいよ、予選リーグが始まりますが、
その前に各１６の土俵の審判を務めて頂く方々をご紹介いたします。
今回は、この関東大会の為に、県外からわざわざ駆け付けて頂きました。
先ずは、チタンクリエーター福井の皆さんです！

司会 チタンクリエータ福井の皆さんは、コマ大戦の第一回から出場しており、 ステージ誘導係
チタンで製作した逆さコマや宇宙コマなどユニークなコマも販売しています。 １名
それでは、代表で飛山様一言お願い致します。 ※紹介終えたグループはそのまま

舞台上に残る
飛山 一言

司会 チタンクリエータ福井の皆さん有難う御座いました。。（アドリブやり取りＯＫ）
続きまして、「大阪ケイオス」の皆さんです。
大阪のものづくり集団として様々な活動をしているグループであり、アライアンスとして
株式会社を設立、日本のものづくりを元気にする活動や、学生さんとの様々な企画も
取り組んでいる皆さんです。
それでは、代表である和泉様より一言お願い致します。



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

和泉 一言

司会 大阪ケイオスの皆さん有難う御座いました。。（アドリブやり取りＯＫ）
続いては、京都より「京都機械金属中小企業青年連絡会」通称機青連の皆さんです。
機青連の皆さまは１１月に行われる、コマ大戦近畿大会を運営致します。
それでは、代表幹事である恩田様より一言お願い致します。

恩田 一言

司会 京都機青連の皆さん有難う御座いました。。（アドリブやり取りＯＫ）
続きまして、愛知より「株式会社クリタテクノ」取締役製造部長の黒田様、
こちらへお願い致します。
黒田様は来月に行われる、コマ大戦東海地区大会を運営致します。
それでは、黒田様より一言お願い致します。

黒田 一言

司会 黒田様有難う御座いました。。（アドリブやり取りＯＫ）
さぁ、次に長野よりＳＷＣＮを代表して藤森様こちらへお願い致します。
ＳＷＣＮの皆さんは昨日８月に行われました、コマ大戦Ｇ３長野場所を開催致しました。
それでは、藤森様お願い致します

藤森 一言

司会 藤森様有難う御座いました。。（アドリブやり取りＯＫ）
さぁ次ですが、友情共催でもあります茨城の皆さんです。
今年の３月には、コマ大戦Ｇ３茨城場所を開催された皆さんです。
それでは、代表して石川様宜しくお願い致します。

石川 一言

司会 石川様有難う御座いました。
そして、最後に東京より墨田の小林様、そして地元八王子より上奥様、川村様
こちらへお願い致します。
地元八王子市役所より駆け付けて頂きました。。
それでは、小林様と上奥様よろしくお願い致します。

小林 一言
上奥 一言

司会 以上の方々にコマ大戦予選リーグの厳選なる審判をお願い致します。 ※元の場所に戻る
皆様は今朝、主催者である心技隊のレクチャー認定を受けております。
皆様に今一度大きな拍手をお願い致します！

司会 さぁ、続いては皆さんの予選の模様を実況して頂く方をご紹介いたします。
コマ大戦名物実況でおなじみの椙田さんです！
（そこで、柏田氏もなにげなく登場）⇒椙田、柏田アドリブ



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

司会 さぁそれでは！いよいよ全日本コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所 ※記録係各土俵へスタンバイ
予選リーグの開幕です。
その前に、微妙な判定の手助けをして頂く、コマ大戦関係者はご存知かと思いますが
審判長としてジャッジ頂きます。落守伊之助さんに開会宣言をお願いしたいと思います。
落合様宜しくお願い致します。

落合 一言
それでは、参加チーム、審判の方は各土俵へスタンバイお願いします！ ※記録係パネルを掲げる
～チーム・審判・各土俵へ～ ※土俵誘導：数名

※スタンバイ終了後、各土俵の審判が手を挙げる

★鈴木ＧＯ⇒北島⇒落合

★鈴木：指示⇒北島⇒司会者
落合 それでは！全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所開催致します！！

ＳＥ ブザー
ＢＧＭ 青木セレクション（短時間）

１０：２５ 緑川委員長　セミナー会場へ　（アテンド：たましん価値創造部）

１０：３５～ 【予選リーグ】 各土俵の記録伝達係：１６名⇒ 坂口、尾川、大野、町野、
※実況は椙田さんと柏田が、レポーター的に各グループを周る タイムキーパー：審判 三田、高橋、石井、池田
※１テーブルにつき２名常備（審判・記録／伝達） ※キッチンタイマー使用 近藤（学）、吉野、若林

廣濱、内田、早川（秀）
１０：３５～ ＜試合順＞３ゲーム制×試合時間５分 予選リーグボード記録係 池田、青木誠

～１２：１０目安 ①Ａ×Ｂ（最大約１５分+α） ＨＦＡ出場チーム ４名 ※候補者数名：日立、墨田
②Ｃ×Ｄ（最大約１５分+α） 青木、新谷、名取、朝比奈 北島、坂本、湊、山野辺
③Ａ×Ｃ（最大約１５分+α）
④Ｂ×Ｄ（最大約１５分+α）
⑤Ａ×Ｄ（最大約１５分+α）
⑥Ｂ×Ｃ（最大約１５分+α）

～１２：１５終了予定 （決勝トーナメント進出チームの登場画像編集開始） 入場画作成：江浦
勝ち上がり速報伝達：北島

１２：１５～ 結果発表と決勝トーナメントの会場案内等

★柏田：ＧＯ⇒北島⇒司会者
司会者 それでは、予選リーグ１６グループの結果が出ましたので、皆様に発表致します。 ※タレ流し的に、集合は無し

Ａ組の１位は東京都チーム○○！
※以下Ｂ組～Ｒ組発表

以上を持ちまして、コマ大戦関東大会の予選リーグを終了致します。 ※エントランスホール
尚、決勝トーナメントは、本日１４：３０よりここの地下にあります ～地下ホールまでの誘導・案内
大ホールで行いますので、皆さま是非、御声援をお願い致します！ ４～５名程度

【各自、休憩】
敗戦チームのインタビュー撮り及びポカポン（インタビュー用バックボード用意） 椙田、柏田

※インタビューは、椙田・柏田チョイス
敗戦チーム全チームに参加賞を配布 心技隊、ＨＦＡ



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

１３：００～ 予選会場撤収（モニター，ＰＡ，メディア関係、土俵、土俵台等の備品） 人数：

１９：００～ 予選会場撤収（看板・企業ＰＲパネル関係） 人数：

１２：３０～１３：３０ こどもコマ大会開催 内野、坂口、尾川、大野
別会場

高橋指示

今回の目玉は、決勝トーナメントオープニングです！！！
残ったメンバーは、各会場へ１４：２０迄に地下ホールへの
周知活動を精力的にお願いします！！！！！



(2) 決勝トーナメント会場

＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

８：００～ 関係者集合
決勝トーナメント、画像、音響、照明、演出効果リハ

※会場設営 座席：関係者席、来賓席、スポンサー席、出場チーム席（両サイド最後部）
※各座席数の割り出し ※基本イベント中の

※関係者席は予選リーグ敗退チームも含まれます 照明は工科大にお任せ

舞台：ＰＡ関係、音響関係、演出（スモーク）、スポットライト、カメラ

動画撮影（ＨＦＡ記念用） 舞台裏から本編～打ち上げまでのドキュメント撮影 撮影：西川、江本
撮影：近藤、町野、橋本

１３：００～ 決勝トーナメント出場チーム集合・入場リハ・ルール説明 鈴木、一瀬、北島、高橋 チーム誘導
※リハ終了後、出場チームは楽屋へ（楽屋は飲食ＯＫ） 青木、江浦、新谷、柏田 一瀬、高橋
※決勝トーナメント用チーム一覧表作成（司会者用、実況用） ＳＰ担当、扉担当、舞台袖 作成：高橋

他、演出関連者

１３：３０～ 会場整理　※込み合い出した場合 ２～３名
※会場の内外をインカムで細目に連絡 会場案内、座席案内４～５名

★鈴木：ＧＯ
１４：００～ トーナメント会場　開場 会場外、エントランスホール
ＢＧＭ ＢＧＭ（青木チョイス）　※ケイナーン動画、ＣＭ⇒鈴木指示（繋ぎ） 連絡係 ２名

１４：１５～ 出場チーム最後部両サイドにスタンバイ チーム誘導：一瀬、高橋
※緑川さん、椙田さん、落合さんも後部座席にてスタンバイ 委員長、実況、行司誘導：北島
（舞台向かって右手：椙田、緑川、左手：落合）　
※北島⇒舞台前にてスタンバイ
※一瀬、高橋チームを楽屋より誘導

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒柏田
（前説） 入場時、大きな拍手と歓声をお願いしますアナウンス（盛り上げ役） 柏田

※会場内の注意事項も合わせて ※そのまま最前列でスタンバイ

スポットライトスタンバイ スポットライト：尾川、大野

★鈴木：ＧＯ⇒江浦、宮川、青木
１４：２５～　 【オープニング前】
テロップＡ ～全日本製造業コマ大戦公式テーマソング～ 【ＰＡ席】 青木、江浦、新谷 舞台：
演出 動画（曲目：Ｓｗｅｅｔ　ｓｗｅｅｔ　ｐａｉｎ／Ａｏｉ） 客席：うす暗

Ｙｏｕ　Ｔｕｂｅ　ＰＶ使用
テロップＢ 看板 ※時間調整次第では、リピートの可能性あり（鈴木指示）

※会場外の様子をこまめにやり取りする。 【案内・誘導（トイレ）】
２名



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

★鈴木：ＧＯ⇒江浦、宮川
１４：３０～ 【オープニングアクト】 ※動画⇒（江浦作成） 舞台：

客席：暗
★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒司会者

司会者 全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所
決勝トーナメント進出１６チームの入場です！！！ ＳＰ：後方入場ポイント

ＢＧＭ 龍馬伝～ＮＨＫ大河ドラマ主題歌～
演出

テロップＡ，Ｂ 心技隊Presents
(0:00～0：18） ⇒共催：ＨＦＡ（八王子）、日立立志塾、フロンティアすみだ塾（友情共催）
(0:19～0：35） 協力：多摩信用金庫、八王子テレメディア

関東の雄集う～～、コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所　決勝トーナメント進出
チーム入場！！！

(0:36～0：48） ⇒画面両サイドより、グループＡ＆Ｂのチーム名と画像（チームかコマ）
司会者 まずは、東京都チーム○○！神奈川県チーム○○！

※前方スクリーンを見ながらチーム名読み上げる

(0:49～1：01） チームＣ＆Ｄ 【チーム誘導（後方）】
(1：02～1：14） チームＥ＆Ｆ ※舞台上では、グループＡから順に２列で上手 一瀬、高橋
(1：15～1：27） チームＧ＆Ｈ （向かって右）から順に待機
(1：28～1：40） チームＪ＆Ｋ 【チーム誘導（舞台前）】
(1：41～1：53） チームＬ＆Ｍ ※壇上に上がるのは１チーム２名
(1：54～2：06） チームＮ＆Ｐ あとは、後方座席か楽屋へ
(2：07～2：19） チームＱ＆Ｒ
(2：20～2：32） 行司：落守伊之助、実況：椙田祐司 【誘導】
(2：33～2：50） 大会委員長：緑川賢司 北島

テロップＡ，Ｂ 後援
※緑川委員長が定位置に着くまで

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒司会者
司会者 さぁ、いよいよ全国大会への切符をつかむ関東代表２チームを決める、戦い 【進行指示】 舞台：明

そして関東Ｎｏ．１を決める、決勝トーナメント１６チームが出揃いました。 北島 客席：暗
緑川さん、如何でしょうか？

緑川 （コメント）

司会者 予選リーグを周られた椙田さんは如何でしたか？

椙田 （コメント）

司会者 ありがとうございました。
さぁ、それでは、決勝トーナメント進出１６チームに盛大な拍手をお願い致します！

※進出チームは舞台裏へ（楽屋などに土俵や飲物などを用意）
※緑川・椙田・落合３氏は舞台袖へ（イス３脚、テーブル１を用意）



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒司会者
１４：４０～ 【オープニング】
司会者 それでは、トーナメントに先立ちましてご来賓の方にご挨拶を頂戴致します。

まずは、経済産業省　関東経済産業局　地域経済部　地域振興課　課長の高橋様　宜しくお願い致します。

来賓者 （挨拶）

司会者 高橋様有難う御座いました。続きまして、この会場を快くご提供頂きました、
東京工科大学○○様より一言承りたいと思います。宜しくお願い致します。

東京工科大 （挨拶）

司会者 ○○様有難う御座いました。
さぁそれでは、いよいよ決勝トーナメントが始まるわけですが、
ここで、大会名物の方々にバトンを渡したいと思います。
大会委員長の緑川さん、実況の椙田さん、行司の落合さんです！
～拍手～
御三方登場 ＜司会から椙田さんへバトンタッチ＞

椙田さん ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
（以下：実況）
柏田さん ちょっとまってください！！！ ★北島⇒柏田 ＳＰ：最前列～舞台までの
（以下：解説） （観客席から登場。。。） ※柏田にマイクを渡す係用意 柏田

皆さん元気ですか～～～～～～！！！！！！！
今回、八王子大会ということで、是非私目に特別解説をやらせて頂けないで ※壇上に上がったらＳＰ切
しょうか？
～柏田・椙田氏のやりとり＜アドリブ＞～

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒椙田
１５：００～１６：２０ 【決勝トーナメント１回戦】
実況 さぁそれでは、いよいよ関東大会Ｇ２決勝トーナメントいよいよ開戦致します！！！！

実況 それではここで、決勝トーナメントのルールを説明致します。
＜ルール説明＞ ※一瀬、高橋チーム誘導開始（インカムにて確認）
それでは、１回戦第一試合の前に午前中に行われた
Ａ組、Ｊ組の予選の模様を見て頂きましょう

テロップＡ 予選リーグＡ，Ｊ組の予選ハイライト
テロップＢ 予選リーグＡ組、Ｊ組のリーグ結果表、土俵、試合の画像（静止画） 舞台袖（両サイド）

※緑川・椙田・落合・柏田の４名で解説 ※イス４脚用意　　舞台袖１脚⇒司会者用 ２名

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒椙田
実況 さぁ！それでは！決勝トーナメント第一試合を行います！！！！ 舞台：

向かって右手より東京都、チーム○○の入場です！！！！！ 客席：暗

ＢＧＭ 各チームの入場曲 ＳＰ（右）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※壇上まで

※通路センター両サイドに各１名人員配置 ステージ誘導：２名



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
一瀬、他１名※左手サイド

実況 続きまして向かって左手より神奈川県、チーム○○の入場です！！！！！

ＢＧＭ 各チームの入場曲 ＳＰ（左）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
高橋、他１名※右手サイド

演出 両チームパフォーマンス　※目安２～３分　（パフォーマンスは各チームに事前確認する） 舞台：明
客席：暗

～試合（目安１０分）～

解説 敗戦チーム一言 ※司会者がマイクを渡す　　以下同じ

実況 という事で、敗戦した○○チームに今一度温かい拍手をお願い致します！！ 【チーム誘導（楽屋まで）】
※進出チームは控室で待機、敗戦チームは客席へ ※舞台袖（両サイド）待機

各１名
以下、下記の順番で繰り返し
（一回戦）
①Ａ組１位×Ｊ組１位 ※⑦試合が終了後、進出７チーム代表者舞台袖でスタンバイ
②Ｂ組１位×Ｋ組１位 ①～④の勝者向かって、右手袖（高橋）
③Ｃ組１位×Ｌ組１位 ⑤～⑦の勝者向かって、左手袖（一瀬）
④Ｄ組１位×Ｍ組１位 ⑧の勝者の代表者は、左手袖にそのまま待機
⑤Ｅ組１位×Ｎ組１位
⑥Ｆ組１位×Ｐ組１位
⑦Ｇ組１位×Ｑ組１位
⑧Ｈ組１位×Ｒ組１位 ※各試合、入場～試合終了まで目安１０分

シャッフルタイム　１６：２０～１６：３０

実況 さぁ、以上１回戦終了し、ベスト８が決まりました！
通常ですとこのまま、トーナメント通り対戦するんですが、
関東大会特別ルールで、シャッフルタイムを行います！！！！！ ※舞台袖より８チーム代表者
勝ち上がった８チームの代表者の方、再びステージへお願い致します。 登場⇒横一列に整列

演出 ボックスの中から①の勝者から⑧の勝者まで順番にクラッカーを引く ①～⑧のクラッカーを用意
再び横一列に整列 チームボード用意

実況 それでは、皆さん準備は宜しいですか？！
それでは、私の合図と共に一斉に引いて頂きます。それでは！宜しくお願い致します！

演出 全チーム一斉にクラッカーを引く
さぁそれでは、アットランダムに聞いていきましょか？
チーム○○何番ですか！！！？

演出 番号を実況に見せる
※トーナメントボード生中継

実況 おお～～～～つと○○チームは△番に決まりました！ ※以下繰り返し



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

実況 さぁこれで、ベスト８の組合せが決まりました！
非常に楽しみなカードが組まれました。。 ※緑川委員長、落合氏は舞台袖へ
その前に、ＣＭ・ＰＲタイムです！ 舞台：明

ＰＲタイム　１６：３０～１６：５０
客席：明

実況 まずは、都庁職員のチアダンスサークルの皆さんです！
皆さんは復興支援で南三陸町へ行き、被災地に元気を届けています。
今日はコマ大戦に挑む皆さんを激励しに来て頂きました！
それでは、お願い致します！！！

演出 チアダンサー登場
ＢＧＭ ダンス

実況 都庁職員チアダンスサークルの皆さん有難う御座いました！！！！（アドリブ）

実況 続きまして、ここ地元八王子のゆるキャラでおなじみの「たき坊」も応援に駆け付けたようです。
それでは、たき坊お願いします！

演出 たき坊登場 ※一瀬、高橋　準々決勝第一試合出場チーム呼び出し
ＢＧＭ たき坊ダンス

実況 たき坊有難う御座いました。。
（アドリブ）柏田さん～～。今のは何なんですかね。。

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒椙田
１６：５０～１７：３０ 【決勝トーナメント準々決勝】
実況 さぁそれでは、いよいよ準々決勝を開始致します！！！！

※予選のハイライトはなし

実況 それでは、準々決勝第一試合 舞台：明
向かって右手より東京都、チーム○○の入場です！！！！！ 客席：暗

ＢＧＭ 各チームの入場曲 ＳＰ（右）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※１回戦と同じ ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
一瀬、他１名※上手サイド

実況 続きまして左手より神奈川県、チーム○○の入場です！！！！！

ＢＧＭ 各チームの入場曲 ＳＰ（左）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※１回戦と同じ ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
高橋、他１名※下手サイド

演出 両チームパフォーマンス　※目安２～３分 舞台：明
客席：暗

～試合（目安１０分）～



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

解説 敗戦チーム一言

実況 という事で、敗戦した○○チームに今一度温かい拍手をお願い致します！！ 【チーム誘導（楽屋まで）】
※進出チームは控室で待機、敗戦チームは客席へ ※舞台袖（両サイド）待機

各１名
以下、下記の順番で繰り返し
（準々決勝） くじ引き順
⑨
⑩
⑪
⑫

実況 さぁ、これでベスト４が決まりました！
如何ですか緑川さん～～（実況アドリブ）

＜時間調整枠＞ 舞台：明
テロップＢ なし 客席：明

準々決勝⇒準決勝はそのまま流す

★【備考欄】
　この台本上に、実況・解説がトーナメントチームや進出チームを書き込めるようにしておく
　ベストパフォーマンス賞の選定欄も加えておく

１７：３０～１８：００ 【決勝トーナメント準決勝】
実況 さぁそれでは、いよいよ全国大会の出場が決まる準決勝を開始致します！！！！

実況 これより準決勝からは、２連勝した方が勝ちとなります！

実況 それでは、準決勝第一試合 舞台：明
向かって右手より東京都、チーム○○の入場です！！！！！ 客席：暗

ＢＧＭ チームの入場曲　※チームテーマ曲から変更 ＳＰ（右）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※１回戦と同じ ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
一瀬、他１名※上手サイド

実況 続きまして左手より神奈川県、チーム○○の入場です！！！！！

ＢＧＭ チームの入場曲　※チームテーマ曲から変更 ＳＰ（左）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※１回戦と同じ ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
高橋、他１名※下手サイド

演出 両チームパフォーマンス　※目安２～３分 舞台：明
客席：暗

～試合（目安１０分）～

解説 敗戦チーム一言
【チーム誘導（楽屋まで）】

実況 という事で、敗戦した○○チームに今一度温かい拍手をお願い致します！！ ※舞台袖（両サイド）待機
※進出チームは控室で待機、敗戦チームは客席へ 各１名



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

以下、下記の順番で繰り返し
（準決勝）
⑬：⑨の勝者×⑩の勝者
⑭：⑪の勝者×⑫の勝者

実況 さぁ！という事で、全国大会出場２チームが決まりました！！
（２チーム名もう一度読み上げる）
いよいよ、関東Ｎｏ．１を決める決勝戦を行います。
その前に、１０分間の休憩を挟みます

テロップＢ 協賛企業（決勝トーナメント土俵のみ）
（上面５社）１社づつ 舞台：明
（側面８社）２しゃづつ 客席：明
（後援）ひとまとめ

※ルーチンで、合図があるまで

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒椙田
１８：１５～１８：３０ 【３位決定戦】
実況 さぁそれでは、いよいよ６４チームの頂点を決める決勝戦となります。

その前に、全国大会敗者復活戦の切符を掛けた３位決定戦を行います！

実況 向かって右手より東京都、チーム○○の入場です！！！！！ 客席：暗

ＢＧＭ チームの入場曲　※チームテーマ曲から変更 ＳＰ（右）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
一瀬、他１名※上手サイド

実況 続きまして左手より神奈川県、チーム○○の入場です！！！！！

ＢＧＭ チームの入場曲　※チームテーマ曲から変更 ＳＰ（左）：入場チーム
テロップ チーム名・チームｏｒコマ画像 ※壇上まで

演出 合図で前方扉開ける　※入場は約１分 【チーム誘導（ドアオープン）】
高橋、他１名※下手サイド

演出 両チームパフォーマンス　※目安２～３分 舞台：明
客席：暗

～試合（目安１０分）～ ⑮：⑬の敗者×⑭の敗者

解説 敗戦チーム一言

実況 という事で、敗戦した○○チームに今一度温かい拍手をお願い致します！！ 【チーム誘導（楽屋まで）】
※進出チームは控室で待機、敗戦チームは客席へ ※舞台袖（両サイド）待機

各１名
※一瀬、高橋　３位決定戦両チーム入場後、決勝進出チームをホール後方へ誘導

※オープニング入場と同じ個所へ



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒椙田
１８：４０～ 【決勝戦】
実況 皆様！長らくお待たせ致しました！！

いよいよ、全国大会出場チームによる関東Ｎｏ．１を決める決勝戦を行います！！
～拍手・歓声～

実況 皆様後方にご注目ください！！！！

ＢＧＭ 派手なＢＧＭ
客席：暗

実況 決勝進出両チームの入場です！！！！！
ＳＰ（右）：入場チーム

テロップ 両チーム名・チームｏｒコマ画像一斉だし ＳＰ（左）：入場チーム
※壇上まで

演出 両チーム同時タイミングで舞台へ

実況 さぁここに、決勝戦進出２チームが出揃いました

演出 両チームインタビュー　※目安２～３分 舞台：明
客席：暗

～試合（目安１０分）～ ⑮：⑬の勝者×⑭の勝者

実況 ・・・という事で、関東大会優勝者はチーム○○に決まりました～～！！！
～拍手・歓声～

演出 優勝者インタビュー

実況 ということで、関東大会優勝者はチーム○○です。
皆様今一度盛大な拍手お願い致します！！！！！！！！！

大会委員長・実況・解説・行司も一端舞台袖へ　※ベストパフォーマンス賞選定
１位～３位も舞台袖でスタンバイ

司会 はい。。皆様大変お疲れ様でした。 舞台：明
この後、直ぐに表彰式を行いたいと思いますが、只今今大会のベストパフォーマンス賞を 客席：明
選定中で御座います。今しばらくお待ちください。
このベストパフォーマンス賞は、決勝トーナメント進出１６チームの中から
コマ、コマの回し手、そして入場含む会場を一番沸かせたチームに送られます。

ＢＧＭ ～繋ぎ～



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

★鈴木：ＧＯ⇒北島⇒司会者
１９：００～ 【閉会セレモニー】

司会者 それでは！只今より、全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所　表彰式を行います！ 舞台：明
ＢＧＭ ＳＥ 客席：うす暗

司会 さぁそれでは早速、ベストパフォーマンス賞の発表です！！！
ＢＧＭ ドラムロール

司会 ベストパフォーマンス賞は　○○チーム！！！！ チーム代表の方ステージへお願い致します！ ステージへの誘導

司会 それでは、大会委員長より賞状が贈呈されます。 賞状用意
続きまして、記念品としてメダルが送られます。 メダル用意

ＢＧＭ このメダルは、共催者ＨＦＡの企業メンバーよりオリンピックイヤーという事で
（音量：小） ＨＦＡの販売用コマ「いちょうコマ」をモチーフにしたメダルが贈呈されます。
※バックトゥザフューチャー

司会者 それでは、一言お願い致します。

演出 ベストパフォーマンス賞授与チーム一言

司会 ありがとうございました！さぁ続きまして、３位の発表です
３位は、○○チーム！！ ※舞台袖より登場

司会 それでは、大会委員長より銅メダルが贈呈されます。 銅メダル用意
ＢＧＭ
（音量：小）
※バックトゥザフューチャー

司会者 それでは、一言お願い致します。

司会 ありがとうございました！続きまして、準優勝の発表です
準優勝は、○○チーム！！ ※舞台袖より登場

司会 それでは、大会委員長より銅メダルが贈呈されます。 銀メダル用意
ＢＧＭ 続いて記念品として、今大会より「コマ大戦公式テーマソング」となりました ＣＤ用意
（音量：小） Ａｏｉちゃんのサイン入りＣＤです。
※バックトゥザフューチャー

司会者 それでは、一言お願い致します。

司会 ありがとうございました！　・・・さぁいよいよ、優勝の発表です
全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２　優勝は、○○チーム！！ ※舞台袖より登場
おめでとうございます！！！

司会 それでは、大会委員長より賞状が贈呈されます。 賞状用意
続きまして金メダルが贈呈されます！ 金メダル用意
そして、この決勝トーナメント進出１６チームが戦った土俵が送られます！
そして何と！今回参加した６４チームのコマ全てが戦利品として送られます！！！！ コマの箱用意

司会 おめでとうございまいました！！
それでは、」皆さん優勝したチーム○○に今一度大きな拍手をお願い致します！！ ※４チームそのまま



＜時間＞ ＜内容＞ ＜人員配置＞ ＜照明・演出＞

司会 それでは、大会を振り返って、実況の椙田さん如何でしたか？
ＢＧＭ（音量：小）
実況 （一言）

司会 行司の落守さんは如何でしたか？
行司 （一言）

司会 特別解説者の柏田さんは如何でしたか？
解説 （一言）

司会 ありがとうございました。それでは、大会の最後に委員長である、緑川様に一言お願い致します。
ＢＧＭ（なし）

委員長 （一言）

司会 以上を持ちまして、全日本製造業コマ大戦関東大会Ｇ２八王子場所幕を閉じたいと
思います。
皆様、今回参戦した６４チーム全てに温かい拍手をお願い致します！！！！！

フィナーレ 舞台：明
ＢＧＭ クィーン：チャンピオン 客席：明

退場 コマ大戦公式キャンペーンソング

１９：３０～ 決勝トーナメント会場　撤収・清掃

１９：３０～２０：３０　　※会場内食堂【打ち上げ】 ※片柳研究所棟２Ｆ（ランチミーティング会場） ※亀八より飲み物・軽食
大会関係者のみ　※人数割り出し
心技隊（約１０名）、ＨＦＡ（３名）、日立（約１０名）、墨田（約１０名）
学校関係者（？名） 想定５０名

※来客関係の駅までの送り
（大阪ケイオス、チタンクリエーター福井、愛知、京都機青連）

２１：００現地解散



ベストパフォーマンス賞
選定備考欄
【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

【チーム名】

一回戦 準々決勝 準決勝 ３位決定戦 決勝











７. エントリーチーム一覧

(1) 東京都　（２３チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み
36 マイクロリサーチ 山本学 ぐるぐるこま ？ デザインを忠実に守りながら、重心を低くし慣性を上げた。

37 株式会社内野製作所 村野健児 駒ヶ岳 4分30秒
初出場ですが、コマの完成度は高いものが出来そうです。投手の戦略で勝てそうな気がします。「勝
つ」という思いが重要なので、胸に刻み込み試合に望みます。

38
TAMA協会ものづくり留学就活
生チーム

清水栞 リクルートごま
1分以上

（期待値）

文系学生が作ってます。深く考えずに申し込みをしてしまい、初打ち合わせが今月２０日という大変な
日程での参加となりましたが、出るからには自分たちも見ている方も楽しめるような時間にしたいで
す。

39 鈴木合金工業株式会社 稲葉　稔 鈴木合金スペシャル 3分近辺 工場長のベーゴマ経験を生かした設計しました。初の参加！目指せ優勝！！

40 有限会社堀内製作所 堀内英和 10角コマ 1分
相手のコマを弾き飛ばしてやりますよ！今年、初参戦ですが頑張りますので宜しく御願い致します！！
あと色々みなさんと交流できればと思います。

41 日本橋、染工業株式会社 菊地智美
ダイヤコマ（改定
版）

１０分ぐらい
（期待値）

観戦していて楽しかったので、参戦したらもっと楽しいんだろうなとワクワクしています！コマは無事
に土俵に落とす事に集中します！！

42
株式会社タンケンシールセーコ
ウ

有馬弘幸 TKG2012
4分12秒

※石定盤状

ステンさえも摩耗させてしまうオリジナルカーボン材料と、メカニカルシールの製造設計で培ったサブ
ミクロン単位の精密加工技術、そして、エンターテイメント性を追求できるおおらかな社風でこんなコ
マができました。渡邊社長、ボクたち遊んでないです。

43 Team SolidWorks 伊藤宏隆 SWJ_Rev03
弊社のCAD「SolidWorks」を使って頂いているお客様が、多数参加されている大会に、我々も参加し
てモノ作りを経験したいと思って参加しました。参加するからには、CADを駆使してデザインした独自
の形状のコマを作りました。個性的なコマのデザインにも注目してください。

44 コガネイ・ワークス 片桐朝彦 粘り腰１号
”粘り腰１号”の目玉は『超低速領域における脅威の粘り！』・・あなたは400回転(r.p.m)まで耐えら
れますか？です。６４個のコマは、根こそぎイタダキます。そして、全国大会で雪辱を果たします。

45
日本工学院八王子専門学校CAD
設計製図科

神村恭平 へなちょこさん
定盤上 3分

土俵上1分30秒
会場校なので無様な敗北だけは何とか避けたいです。簡易工作機械と手作業で製作したので精度が低い
です。その代わりに投げ方や戦術を工夫して何とか予選を突破したい！！

46 大田区有志チーム 佐久間幹夫
1分３７秒（でこ
ぼこ土俵で計測）

９１歳の旋盤の大先輩に出場していただくことになりました。佐久間さんにコマ大戦の話をすると「面
白そうだね」と参加を即決してくださいました。

47 安久工機 田中　隆 ジャイロゴマ ８分 どんなコマにするか決めるまで苦労しました。上手く回ればいいなぁ～。記録より記憶を目指します！

48 板金ｹｰｽ.com（星製作所） 星　肇 板金八角ゴマ 2分
板金構造のコマでどこまで通用するのかチャレンジします。八角形の形状で攻撃性を重視　当たって砕
けろ！

49 ダイヤ精機株式会社 麦島　航 2分？ 美しさ・特に腰のくびれがアピールポイントです。まずは一回戦に勝ちたいです。

50 ㈱石井製作所 八木亮 ISHII独楽 3分５秒 大会を盛り上げられるような活躍をしたい

51 株式会社佐久間製作所 佐久間正巳
２分15秒（でこぼ

こ土俵で計測）
佐久間正巳社長は、大田区有志チーム枠で出場する９１歳・佐久間幹夫さんの息子さん。正巳社長もＮ
ＨＫ朝ドラ「梅ちゃん先生」で旋盤技術指導を頼まれた名人です。

52 チーム　真精工 中村修一 ゲルググ 秘密 相手を弾き飛ばすように設計してあります。金メダル以外は狙っていない！

53 チーム佐藤産業 佐藤和仁 透明コマ 材質はアクリルとテフロン。優勝して樹脂のすばらしさを知らせたい。

54 有限会社北の根 樋口清司 コマさん初号機 秘密 初参加らしく皆さんの胸を借りて、勉強させていただきます。

55 ㈱内野精工 山本敏朗 飯塚こま男 初挑戦なので1回戦突破したい。

56 未来塾ろっきーず 馬場大輔 カジコマ 2秒～5分
わが子を育てるように、愛しく大事に少しずつ丁寧に削りました。偶然にも選ばれた奇跡の10名で大会
にロック(6)旋風をまき起こします！見せてあげよう、ロック（6）のイカヅチをぉ～　見～ろぉ～！コ
マが○○のようだ～　（天空の城ラピュタ　ムスカ大佐より）

60 ＨＦＡ 一瀬康剛
ブッチャーゴマ2
号

ガラス上で12分
土俵で4分37秒

ＨＦＡは今回、大会参加だけでなく運営もさせて頂いてます！何事も初物尽くしの大会ですが、悔いの
残らないようにイベントも成功させ、八王子の技術力・演技力・演出力のトリプルパワーを発揮しま
す！！！！

61
八王子市内の精密切削加工３兄
弟

藤川　禎 はぐれ独楽、純情派
ガラス上で12分
土俵で4分37秒

戦う前に相手を泣き落とす（安浦刑事風）。負けられない戦いがその子にはある　（社長達からのコメ
ント）。



(2) 神奈川県　（１２チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み
21 成駒屋 鈴木一正 黒鉄 ３分 試作で作った真鍮コマをやめて、本業が鉄加工メインなので、あえて素材に鉄を採用しました。

22 有限会社本間製作所 本間政貴 完徹ゴマ
上手て4分、下手
して2分(事務机)

シンプル　イズ　ザ　ベスト（回るコマを作ろうとしたら、質素になってしまいました）。製造業に携
わる大人がコマに夢中になる姿を観て、ものづくりが面白そうだなと感じてもらいたい。

23 秦野高等職業技術校 小国道也 小国道也 約５分
強度も精度も安定性も兼ね備えたワイルドなコマだぜ！。平成25年3月で、現在の学校が大規模統合化
により閉校になるため、秦野高等職業技術校として最後によい思い出とよい結果が残せるよう頑張りま
す。。

24 TEAM熊 栗山　薫 逆転駒

25
アイデアと技術力のNITTO
 (北斗三兄弟）

ケンシロウ
(鳥井丈太朗)

トリックコマ
コマに思い通りの動きを出すために何回も試作製作をしました。コマ作りの奥深さを知りました。一見
強そうなコマに見えないが・・・「負けないコマ！」です。初登場でどこまで健闘できるかわかりませ
んが、優勝をめざしてがんばります！

26 五光発條株式会社 村井秀敏
ベアーリングマ
（エターナル）

1時間予定！
4回目の正直として、精密バネの千分台で鍛えられた実績を武器に新たなる領域に踏み込みました！全
日本コマ大戦を次のステージまで一気に引き上げます！モノ造り、町工場、日本に残るバネ屋の意地と
勇気を全国につたえたい！

27 ㈱田中製作所 田中久美子

28 旋盤加工.com　(有)斉藤製作所 斉藤浩尉 ボルテックス 公式土俵で3分
色々な素材や部品を使用し作り込んだコマなので、是非見て下さい。心技隊の一員として、会場が盛り
上がるような試合をしながら勝ち続けていきたいです。更には観覧している方々が製造業に興味を持っ
てくだされば最高です。

29 Team An 鈴木　杏
Anちゃんコマ
タイプ2

渋谷場所での設計を踏襲しつつ、金属と樹脂の複合技術を活かしたコマです。全国大会に行かせてくだ
さい！

30 コバセイ 小林昌純 いたそー ９０秒
加工精度が悪く、廻すとバラバラになります。町田天満宮でお参りしてから来ました。神様お願い！一
回でいいから勝って美酒を味わいたいです。

31 チーム『鉄工』 大塚正浩 量産型ガンダム？
専用の土俵上で

５分。

前回の構想及び製作計１日の反省を踏まえて、今回こそはしっかりとした構想と事前準備を経て製作へ
と意欲を燃やすも、目の前の納期に追われる日々は解消されず、今回も“とりあえず”になってしまっ
たが、シンプルisベストを信じて。

32
Dyshow（株式会社ダイショ
ウ）

石塚裕 どんぐり君 土俵上で1分
重くなくても、低重心でなくても、旋回性良好でなくても、いいんですっ（キリっ）！コマ大戦の勝利
の秘訣は、コマの性能50％、投げ手の投げ方50％と判断しました。投げ手の特訓の成果をご覧くださ
い！

(3) 埼玉県　（７チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み

17 ねじこうば.com 浅井英夫 圧造ゴマ
１分ぐらいか

な・・

合体させた部材以外は、ねじ製造と同様に「削らず切らず曲げず」に成型したものです。「ねじ」の認
知度に比べ、あまりにマイナーな加工方法「圧造」を何とか皆に知っていただきたい一心で製作しまし
た。

18 性蜜機械加工の㈲ユニバーサル 入江陵太郎 コマのマコ。 お楽しみ。 日ごろの勘を頼りにいつもどおり短納期で製作しました。初めてなので、やさしくしてね。

19 KOA 高山功太 高麗(こま)コマ 2分32秒 出場するからには優勝目指して頑張ります！

20 日新精機株式会社 中村　稔 ちょい悪ゴマ
食堂のテーブルの

上で4分30秒
あまり特徴のあるコマに出来なかったのが残念ですが、メンバーで一生懸命コマを作りました。少しで
も勝ち上がれるよう頑張りたいです。

62 有限会社氷川工作所 岡崎幸治 チャレンジ1号 未計測 硬ーい重ーい高ーい金属をつかっています。全力で楽しみます！！

63 有限会社大川精機製作所 石母田衆 あかさたな 未計測 激レアメタルをつかっています。普段通り、出来る範囲で頑張ります。

64 (有)イシカワ 石川雅紀 テツ☆
４分（おぼんの

上）最高回転時間
すくない時間の中で単独回転時間3分を目標に思考錯誤したところ。初出場ですが優勝目指して１投を
大事に！



(4) 千葉県　（３チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み

33 (有)光精工 秋山大輔 トルネードピース 世界平和のために最後までコマを回し続けます。

34 新栄工業 関　政人 ミラーゴマ 1分１０秒 まずは勝ち点３

35 新価値創造組合 中村　新一 ディアブロ 3分くらいだに
一体物の方が楽なのはしっているさ。しかし、俺たちは合えて3分割なのさ！！それから胴体部分のス
リットがががが。前回、ゲージに通らなかったコマのリベンジです。ディアブロの底力を見せつけま
す。覚悟しろい！！

(5) 茨城県　（９チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み

1
アサヒ精工（株）+小島工具研削
所

戸田尚也 YES！コマ ２分少々
超硬切削工具エンドミルのように精度重視と切れ味！加工工程は旋削工具エンドミルと同様に全て研磨
加工です。

2 株式会社ミクロテック 二村洋輝
金剛参式 （こんご
うさんしき）

ひ・み・つ
今回はＧＩに出場するために負けられない戦いなので、以前の大会以上に気合を入れて挑みます！！よ
ろしくお願いいたします。

3 チーム如月源太郎 今橋正明
無印並のシンプル
ごま

2分58秒
「難形状」「難削」「アルミ精密加工」を売りとする試作、単品のマシニング工房。実は旋盤も得意な
んです！初戦突破を目標にがんばります！

4 大物ターニングの菊池精機 菊池正宏
大物だけどφ２０
だよ

１分
本当はφ２０００がいいんです！ラーメン大好き「らーきく」登場。仕事は大物、でもコマは小さいで
すが、漢として気持ちだけは大物です！ちなみに下は超小物です。。。

5 ネジの赤津工業所 赤津浩史
ねじコマ0２（ゼ
ロツー）

３分
ネジを使うか、使わないかで悩み、今回はネジ屋にも関わらずあえてネジは使わず原点回帰でシンプル
に。

6 エムテック 松木徹 ドMⅡ号 4分44秒

茨城高専インターンシップ生とのコラボ製作。まずは予選突破！もし優勝したら、コマの販売も行いた
い！今回の製作者は当社次世代のエース、馬上直之（20歳）に依頼！！彼に伝えた言葉は『俺に一勝さ
せてくれ』であった！彼のためにも応援してくれてる会社のみんなの為にも、ただではくれてやらん
ぞ！！

7
信州長野G3チャンピオン　㈱大
塚製作所

根岸忠宏
帰ってきたネギ坊
主

信州長野G3チャンピオンとして負けられない戦い。なんとしても勝つ！！

8 spangpong（スパンポン） 松木徹 Spangpong 内緒 負けたら赤津浩史が脱ぎます

9 有限会社　光和精機製作所 佐藤貴之
コマ（材質バナ
ナ）

三こすり半 絶対に関東大会まで行ってやる・・・・。柏田・・・邪魔しないでくれ。



(6) 栃木県　（１チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み

57 錦正工業株式会社 大島聖司 一貫生産駆動コマ 測定不能

あまりに攻撃力が強すぎて自分から土俵を飛び出してしまうため、おとなしくさせるための精度バラン
スの調整に苦労しました。とにかく最強！見ればわかる(-。-)y-~~~　。渋谷場所では「鋳物屋」を全面
に押し出して記録よりも記憶に残ることが優先だった・・・しかし今回は違う！今回は勝ちに行く！本
物の一貫生産の総合力を見せつけ、記憶にも記録にも残る最強コマで、目指すは世界大会優勝！！　Ψ
(｀∀´)Ψｹｹｹ

(7) 群馬県　（７チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み

10 MSP・ナカジマ連合 伊藤昌良
回すと光るLEDコ
マ

1分程度
※開発段階

企業同士の連携による新商品開発の可能性を探る為と、連合チームの総合力を業界にアピールする為に
参加させて戴きます。精度コマに対し、電子回路組み込みコマでどこまで挑めるか？　決勝トーナメン
ト進出し、量産販売に結び付けられる様にします。

11 フソウさん 伊丹明尋 フソウさん３号
5分

（あくまで目標）
早い！安い！丁寧！　決勝トーナメントまで進みたいなぁ・・・

12 チーム義貞㈲ユニーク工業 羽広保志 リボルバー4号 約　4分
今回　関東大会を主催していただいた　八王子　ＨＦＡの皆さん　日立　墨田の皆さんの　エネルギー
に応えるためにも　最大限盛り上がるようにいいコマ　いいパフフォーマンスをしていきたいと思いま
す。めざせ優勝！！そして日本のものづくりを盛り上げるのだ！！！

13 アークス＆仁 小倉幸一
TOP　Gear
2012  GⅡバー

夢の中では10分
オーバー！

ズバリ！優勝を狙います！（仁テック・小林）
ここで名前を売って会社を軌道に乗せるゾ！（アークス・小倉）

14 有限会社金子製作所 金子純之 真鍮コマ
回しやすく、投げで失敗しないコマが特長です。今回で2回目のコマ大会なので、いい成績をだしてお
世話になっている取引先の中小企業にアピールしたい。

15 株式会社ナカジマ 竹内敏幸
下り龍（くだり
りゅう）

8分（石定盤上）
最高の投手力。今回は準備期間もあり投手の強化トレーニングが出来ます。必ず優勝してコマを総取り
する！

16
シンコウギヤー・カキタ製作所
連合

柿田孝之 端材複合コマ 6分30秒
生粋の旋盤屋の作った完璧なコマとそれをあやつる斉藤君の廻しさばき。。場数を踏んでます。当日
は、大フアンの長淵のライブをキャンセルして挑んでます。8,800円捨てました。。。（涙）

(8) 山梨県　（２チーム）

Ｎｏ. チーム名 代表者 コマの名前 回転時間 アピールポイント・参加の意気込み
58 株式会社ジー・エス・ケー 村井秀敏 ベアーリングマ 5分！ 山梨県でのバネ屋の意地と勇気を全国につたえたい！

59 中村製作所 長谷川良明
コンセントリック
サ－クルボディ－

５分
(平面上期待値)

ハイブリッド構造がどのような闘いをしてくれるか楽しみです。



(1) 決勝上面

錦正工業株式会社 西武信用金庫

株式会社西村金属 株式会社内野製作所

株式会社ミナカミ

８. Special Thanks !　協賛企業一覧



(2) 決勝側面

株式会社日商平野 有限会社浅井製作所

株式会社西村鐵工所
株式会社
　　　マルサ斉藤ゴム

株式会社大塚鉄工所 株式会社浜野製作所

両毛ものづくり
　　　　　　ネットワーク

八王子商工会議所



(3) 予選５枠

有限会社
　　高橋設備工業所

株式会社
　　　　アトラス広告社

株式会社相武企業 株式会社造研

吉野化成株式会社
ひたち立志塾
     先端技術研究会



(4) 予選２枠

株式会社栄鋳造所 株式会社新和

木村設備株式会社 瀬沼木材株式会社

株式会社エイト
総合商社ベンキョードー
　　　　　　　     株式会社

有限会社
　　伸栄プラスチック

有限会社ユニーク工業

居酒屋亀八本舗

居酒屋亀八本舗



(5) 予選１枠

株式会社ケイアイ たなべ物産株式会社

株式会社矢島印刷 株式会社マイスター

株式会社光信 株式会社セイホー

株式会社ヒューマンライフ 株式会社アトム精密

月井精密株式会社 柏田恆希

日本橋梁工業株式会社
株式会社
          小金井精機製作所

有限責任事業組合トリッキー ケミカル機器株式会社

エムーゲ・フランケン
                     株式会社

高岡次世代経営塾



株式会社
ブックセンターいとう

ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｻﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
                      株式会社

株式会社美山技研 株式会社ｱﾝﾌｨﾆﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ

有限会社
     岩井金属金型製作所

東日本金属株式会社

株式会社永井工務店 株式会社星製作所

石井化学産業株式会社 有限会社風間運送店

製造業的復興支援
                 プロジェクト

株式会社赤津工業所

株式会社創和工業 有限会社光和精機製作所

株式会社エムテック 株式会社大塚製作所



９. ＨＦＡメンバー紹介

(1) 役　員　（３名）

会長　一瀬 康剛 （ホセ） (株)アトム精密 副会長 青木 邦貴（ジョセフ） (株)セイホー 副会長 北島 伸高（きたじー） (株)ケイアイ

HFAの「血と涙の結晶」
楽しんでいただけましたか?

音響担当しました。時期が初
子出産と重なってコマだけに
回すのが大変でしたが、どち
らも感動！！

今回のコマ大戦を通じてわ
かったことは、HFAのメン
バーは意外とやります。

(2) シンポジウム委員会　（４名）

委員長 鈴木 隆史 (フィクサー) (株)栄鋳造所 柏田 恆希（On The Head） 八王子市産業政策課 坂本 佳子 ライジングサンコーポレーション(株)

有言実行！！
ＨＦＡの底力を発揮しま
す！！

全力疾走！
しっかりと泣かせて頂きま
す！

みんなの意気込みと元気が八
王子場所の見どころです！
今はとにかく盛会になります
ように☆と祈るのみです。
どうぞよろしくお願いしま
す。

　 近藤　　淳  （アニキ） (株)アトラス広告社

はちおうじ未来塾を卒塾し
HFAに入会したばかりですが
長老の部類です。しかし！
ハートだけは誰にも負けてお
りません。

(3) 事務局　（4名）

事務局長  新谷文彦（摩擦王） (株)ヒューマン・ライフ 事務局次長 江浦史生 (IQ320) ケミカル機器(株)

大変貴重な経験をさせてもら
いました。
コマ大戦に感謝！

映像班担当です。
今回の映像が好評であれば弊
社で事業化致します！

山野辺　大輔 (株)矢島印刷　 湊　祐子 (有)ライト・ハウス



(4) 総務広報委員会　（９名）

委員長 内野 真治 (うっちー) (株)ナラハラオートテクニカル 副委員長  菅沼  律子 菅清織物(株) 副委員長  坂口 晃 (切断屋) (株)造研

ただの勝ち負けだけじゃな
い。
日本の「ものづくり」をコマ
を使って発信！

コマ大戦の関東大会が八王子
で行われ、多くの八王子企業
が参加できたことがとても嬉
しいです。

相模原市民ですが、
八王子バンザイ！！！

西川　信一 (株)シーシーデー 橋本  圭二 (株)ブックセンターいとう 早川  祐介 ピエゾパーツ(株)

今井  浩亘
オーディオテクネ

インコーポレイテッド
尾川　智洋 (株)オーシーテクノ 大野　晃一郎 (有)大野塗装工業

(5) 外部交流委員会　（１１名）

委員長 山本康司 (シャフト野郎) (株)マイスター 副委員長 町野雄嗣 (まいぷれ) (株)システムインテグレート 副委員長 三田圭介 (ぶっちゃー) ㈱桂精密

コマ大戦、優勝したい！！！
スタッフ全員一丸となって関
東大会を盛り上げたいと思い
ます！

八王子の底力を見せれるよう
皆で力を合わせました。

田辺　裕康 たなべ物産(株) 朝比　奈智 (有)アイ・エス・エフ 名取　磨一 月井精密(株)

大久保　憲男 (株)美山技研 桧垣　賀千 (株)アプリクス 樫崎　雅彦 美ささ不動産(株)

江本　昭司 (株)望月製本所 土肥  敏 (株)メルヘン

(6) 研修委員会　（１４名）

委員長 前田将始 (まーくん) (株)相武企業 副委員長 高橋 納 (おさむちゃん) (有)高橋設備工業所 副委員長 石井太郎 (たろちゃん) 石井化学産業㈱

当日はまさかの資格試験日と
なってしまいましたが関東大
会の大成功を祈って試験に臨
んできます。

がんばる。やっぱやめよう。
けどやるしかない！
こんな葛藤の毎日です。

八王子に生まれて約40年、八王
子にはこんなに熱いメンバーがた
くさんいることを知りました。Ｈ
ＦＡは真剣に八王子のことを考え
ています。皆さんの熱さに追いて
かれないよう頑張ってます！

池田　周史 (有)インターセクトプロジェクト 近藤　　学 (有)伸栄プラスチック 吉野　隆之 (株)アイエムエス

若林　　仁 東洋アルチタイト販売(株) 佐藤　智英 (株)新和精工 廣濱　　剛 ビデオトロン(株)

内田　雅弘 内田長織物(有) 山田　規雄 伸和プリント工業(株) 早川　秀弥 ピエゾパーツ(株)

佐藤　智成 佐藤工機(株) 菅原　哲哉 (株)トヨトミクリーンサービス
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