
 

★☆★☆ 参加３０チームの紹介 ☆★☆★ 
 

 

 

＜１ 横浜市＞ 
今、横浜で最も好調な選手たちが襷で繋がり ONE TEAM となって優勝を目指します。 

 

横浜から巣立ったアスリートたちが、各カテゴリー最強となって集まりました。ニューイヤー、箱根、都

大路、都道府県対抗の各駅伝で得た経験値を活かし、驕らず、油断せずに最高のパフォーマンスを発揮する

ことに集中し、優勝への思いを襷にこめて走ります。 

 

 
 

 

＜２ 川崎市＞ 
今年も秦野から相模湖まで「明るく 楽しく 元気に」タスキをつなぎ、優勝を目指します。 

 
第 74 回大会に臨む川崎は、鈴木監督のもと、メンバー全員が川崎市立中学校の出身選手、在校生で連覇に

チャレンジします。今回も、かながわ駅伝経験者が多く、社会人、大学生、高校生のバランスもよく、中学生

男子、女子も充実した編成ができました。川崎は、「ONE TEAM」で勝負に行きます。 

 

 
 

 

＜３ 相模原市＞ 
入賞を目指して 
 

ここ数年、主力選手の引退が続き世代交代に入っている。前回大会は 7 区間中、6 区間が初出場選手にな

った。我慢の時期、若いチームのため経験を積みながら出来る限りの走りをしたい。 

 

 
 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

脇田　浩介 ◎ 我那覇　和真  森　　陽向  曽根　雅文  丹所　　健  市原　拓海

コニカミノルタ 東京経済大 国士舘大 東京国際大 明治学院大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 安藤　　海  三輪　隼之介  児玉　真輝  須藤　航一朗  鈴木　愛音  信櫻　　空  松浦　陽菜

明治学院大 国士舘大 鎌倉学園高 根岸中 横浜豊田中 川崎市立橘高 富岡中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

鈴木　　大 ◎ 濱野　優太 　 黒田　雄紀  橋本　龍一  石鍋　颯一  山田　俊輝

警視庁 コモディイイダ 順天堂大 青山学院大 川崎市立橘高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 瀬尾　秀介  大木　啓矢  薗部　恭大  服部　由弥  越智　響己  吉田　　凜  井上　明南

川崎市立橘高 鎌倉学園高 法政二高 塚越中 塚越中 川崎市立橘高 川崎市立橘高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

高橋　幸宏 ◎ 清原　和博  相澤　龍明  齋藤　　元  樋田　侑司  馬場園　怜生

橋本走友会 國學院大 湘南工科大 東京経済大 藤沢翔陵高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 古川　幹大  小山　聖仁  竹林　慧太  山下　翔吾  岡安　帆崇  今泉　野乃花  木下　愛海

法政二高 埼玉栄高 光明
相模原高 相模原相模丘中 相模原相模丘中 大東文化大 白鵬女子高

◎・・主将        は帰省地参加選手 



＜４ 横須賀市＞ 
「王座奪還」 ～ 全員で、全力で、最後まで!! ～ 

 
主将の秋澤選手を筆頭に力のある選手が揃いました。支えてくださる方々への感謝を忘れず、「王座奪還」

にむけ、全力で「かながわ駅伝」を駆け抜けます。応援、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 
 

 

＜５ 平塚市＞ 
積極的な走りで６位入賞を目指します！ 
 

前回大会出場の伊澤（平塚市役所）、岩佐（中央大学）、斎藤（立教大学）の走力に磨きがかかり、3 人を中

心に力のある選手がそろいました。１２月から、３０人程が集まり週末に練習会を開催し、チーム力を高めて

きました。出走できないメンバーの思いと声援を受け、上位にくらいつく積極的な走りをします。 

 

 
 

 

＜６ 鎌倉市＞ 
6 位以内入賞または 2 時間 43 分を切ることです。 
 

今年は各カテゴリー充実した選手が揃いました。中学生区間は県総体 3000m５位の白橋、高校生は都大

路出場の金子、女子区間は関東高校駅伝出場の上野、箱根駅伝出場の二井、箱根駅伝エントリーの尼子、関

東実業団駅伝出場の石井と鎌倉歴代最高記録が期待できます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

鹿谷　　誠 ◎ 秋澤　啓尚  小泉　雄輝  滋野　聖也  加藤　直人  横山　佑羽

ランニング・デポ ラフィネ プレス工業 国士舘大 専修大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 粟江　倫太郎  飯塚　　歩  本田　一平  渡邉　有翔  村松　駿平  小田　あかり  長峯　野々花

三浦学苑高 三浦学苑高 三浦学苑高 横須賀学院中 横須賀大津中 三浦学苑高 三浦学苑高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

青嶋　俊憲 ◎ 伊澤　　聡  岩佐　快斗  斎藤　俊輔  小澤　　航  南　　陽平

平塚市役所 中央大 立教大 平塚市陸協 FREEDOM

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 安藤　草太  久野　正悟  矢後　大輔  下倉　佑斗  平尾　航希  原田　海羽  岩淵　千紘

藤沢翔陵高 平塚市役所 平塚市役所 江陽中 平塚大野中 平塚春日野中 平塚浜岳中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

池田　克行 ◎ 石井　秀昂  尼子　風斗  二井　康介  中　麟太郎  日高　　玄

富士通 早稲田大 中央大 横浜国立大 明大同好会

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 藤田　稜平  根来　佑有  金子　伊吹  白橋　遥輝  上田　　瑞  上野　夕夏  小川　有海

明大同好会 専修大 藤沢翔陵高 深沢中 岩瀬中 三浦学苑高 横須賀学院高



＜７ 藤沢市＞ 
チーム一丸となって３位以内を目指します！ 
 

昨年度は惜しくも入賞を逃してしまいましたが、今年のチームは常に先頭の方でレースを展開すべく、主に

駅伝力のあるチームの選手から選抜してきました。個人の力＋αの力がだせるよう、チーム藤沢市として戦っ

ていきたいと思います。 

 

 
 

 

＜８ 小田原市＞ 

チーム力で５位入賞を目指す。 

 
今年の小田原市は若手の成長が著しい、県髙校駅伝 1 区 3 位 10,000m29 分 48 秒で走り勢いに乗って

いる伊東正悟（湘南工大附属 3 年）に続き、山口大輔（翔陵）・望月和知（翔陵）・青木良憲（秦野高）がそれ

ぞれ走力を伸ばしてきている。毎年この大会は外さない走りをする大学生の辻海里（専修大）も 10,000m29

分 22 秒と強さと安定性を兼ね備え、チームの牽引力となる。そこに安定した強さを見せる樽木将吾・三宅翔

太の社会人ランナーが、がっちりチームをまとめている。しっかり体調を整え、力を出し切ることができれば、

もしかしたら、もしかするチームになりました。ワクワクするレースを期待しています！ 

 

 
 

 

＜９ 茅ヶ崎市＞ 

昨年の３位を上回ることを目標に、バランスのとれたチーム編成を目指しています。 

 
１区の中学生、４区の女子、そして、一般の選手と充実した布陣で臨むことができました。「チーム茅ヶ崎」

をテーマに初優勝を目指します。毎回この駅伝を楽しみにしている選手の快走を信じて疑いません。あたたか

い応援をよろしくお願いします。 

 

 
 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

田中　良範  猿渡　　翔  内田　昌寛 ◎ 遠藤　宏夢  山村　啓仁  上村　佳輝

プレス工業 プレス工業 早稲田大 藤沢翔陵高 法政二高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 野村　晏聖  佐藤　健斗  木原　大地  前田　正崇  亀田　梁天  梶原　真由  川村　穂香

東海大相模高 藤沢翔陵高 湘南工大附高 藤沢片瀬中 藤沢羽鳥中 白鵬女子高 鵠沼高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

安池　一公 ◎ 三宅　翔太  樽木　将吾  辻　　海里  内田　拓希  伊東　正悟

秦野市役所 小田原市役所 専修大 小田原ＮＲ 湘南工大附高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 望月　和知  山口　大輔  青木　良憲  荒谷　洋輔  金井　正樹  椎野　莉子  小川　　凜

藤沢翔陵高 藤沢翔陵高 秦野高 白山中 国府津中 泉中 山北高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

剱持　義昭  石原　　洸 ◎ 藪田　峻也  大西　　彰  丸山　虎太郎  石川　昌樹

新電元 千葉陸協 国士舘大 国士舘大 横浜国立大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 熊澤　優良  力石　　暁  伊藤　祐斗  早川　晴仁  塚田　新史  小谷　真波  吉元　愛莉

立正大 鎌倉学園高 市立金沢高 茅ヶ崎円蔵中 松浪中 白鵬女子高 白鵬女子高



＜10 逗子市＞ 
目標は１０位以内。最後まで諦めない気持ちと、ラストで全力を出し切る走りをします。 

 
大学生の磯崎、鈴木を中心に今年は高校生も１４分台、１５台前半の選手が集まりました。若い世代のチー

ムですが、前の方で競う気持ちをもち、１０位以内を目指します。 

 

 
 

 

＜１１ 三浦市＞ 

選手・スタッフが「１秒」のために力を結集する！ 
 

全国高校駅伝に出場した下里芽依（白鵬女子高校）や藤平義仁（藤沢翔陵高校）、同じく藤沢翔陵高校の岩

野幸樹が若い力でチームを引っ張ります。また、５年ぶりに出場する下里和義（プレス工業）のベテランの走

りにも注目です。若手からベテランまで、全選手が郷土の誇りを襷に込め、精一杯の走りをします。あたたか

いご声援をお願いします！ 

 

 
 

 

＜12 秦野市＞ 

  ワンチームで３年連続６位入賞を目指します。 
 

中学生・高校生・一般での合同強化練習会を 11 月中旬から毎週土日、祝日に行ってきました。今年は、高

校生・大学生が力を付け主要区間での快走を期待しています。本大会もチーム一丸となって総合力で入賞を目

指し、襷をつなぎます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

田部井　健司 ◎ 磯﨑　浩平  鈴木　健太  安澤　駿空  渡部　　歩  石塚　壮一郎

明治学院大 関東学院大 法政二高 鎌倉学園高 鎌倉学園高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 中島　一翠  ロホマン　シュモン  河合　航丞  杉原　　走  佐原　尚樹  可世木　花  和智　優羽香

関東学院六浦高 川崎市立橘高 藤沢翔陵高 逗子久木中 逗子沼間中 山手学院高 七里ガ浜高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

君島　　篤 ◎ 下里　和義  相馬　祐樹  出口　祐大  五十嵐　大己  藤平　義仁

プレス工業 三浦市陸協 三浦市陸協 三浦市陸協 藤沢翔陵高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 岩野　幸樹  折居　幸成   川名　翔生力  下里　太芽  下里　芽依  高橋　ひより

藤沢翔陵高 横須賀高 三浦初声中 三浦三崎中 白鵬女子高 三浦初声中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

黒田　正治  髙村　僚次 ◎ 大澤　隼人  栗原　昴平  須藤　拓海  桐山　　剛

秦野市役所 秦野ＲＣ 秦野市役所 法政大 拓殖大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 山崎　瑞希  松井　仁志  齋藤　享悟  牧　　亮哉  佐藤　　駿  竹田　わか葉  児玉　千依

秦野ＲＣ 湘南工大学附高 法政二高 秦野南が丘中 秦野渋沢中 帝京科学大 平塚江南高



＜13 厚木市＞ 
全員一丸となり、全区間タイムを縮め上位入賞 

 
地道に努力していた厚木市出身の選手が中心のチームです。若い選手の力がついてきています。監督コーチ

選手が一致団結し、昨年、目標を達成できなかった悔しさを胸に今年度は上位を狙います。 

 

 
 

 

＜14 大和市＞ 

チーム一丸となって昨年度以上の順位、タイムを目標に挑む ！！ 
 

走力有る佐藤壮真（引地台中 3 年）で好スタートし、その勢いの流れに乗って前半 10 位以内をキープ出

来れば最高である。後半は我慢の走りでタスキを繋ぎ、昨年の 18 位を上回る結果で 2020 年オリンピック

イヤーの幕開けに、花を添えたい。 

 

 
 

 

＜15 伊勢原市＞ 

入賞 
 

今年度の伊勢原チームは、安定感ある社会人、勢いがある高校生での構成となりました。展開としては、地

元を通過する前半区間で良い流れをつくり後半区間には、安定して力を発揮できる選手を配置し目標の入賞

を目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

竹内　健二 ◎ 朝倉　和眞  中村　卓也  浅岡　祐希  杉野　雅哉  足立　龍星

宮城陸協 相州健児 相州健児 東海A.C. 専修大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 伊東　卓駿  安倍　立矩  石塚　颯太  木島　　陸  佐々木　蒼  三宅　朱莉  日向野　にいな

藤沢翔陵高 厚木高 相洋高 厚木南毛利中 厚木中 厚木北高 厚木中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

刈屋　藤男 ◎ 和地　祥太  平出　修也  加藤　龍哉  笹井　南斗  吉川　大智

川崎市役所 綾瀬市役所 大和市陸協 法大Ⅱ部 湘南工科大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 木村　岳里  中澤　浩太  岩下　勇斗  佐藤　壮真  横尾　拓海  川口　乃愛  田中　琉花

藤沢西高 法政二高 荏田高 大和引地台中 大和引地台中 荏田高 法政二高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

足立　　徹 ◎ 高山　直哉  杉原　啓佑  大野　悠翔  星野　颯希  佐塚　勇介

伊勢原市役所 伊勢原市役所 相洋高 平塚江南高 旭丘高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 鳥海　　啓  豊島　拍躍  砂川　遼太  髙橋　優人  小嶋　幸太  熊澤　美夢  松原　千夜

伊勢原市陸協 山北高 向上高 伊勢原成瀬中 伊勢原中 川崎市立橘高 山北高



＜16 海老名市＞ 

今年は昨年以上の上位を目標に頑張ります。 

 

ここ数年は記録・順位が伸び悩んでおりましたが、今年度はベテラン、若手ともに選手の記録が向上してい

ますので、昨年以上の記録・順位が期待できます。海老名市代表として全力を尽くして頑張りますので応援よ

ろしくお願いします！ 

 

 
 

 

＜17 座間市＞ 

全区間で襷をつなぎ１秒でも前回を上回る。 
 

今回も地元出身の選手で構成することができました。スピードのある選手はいないがそれぞれが安定した走

りを期待できます。１区と４区にエントリーした選手は全員中学生で将来の座間市を背負ってくれる願いを

込めています。郷土の声援に答えられるよう、選手、スタッフ全員で頑張ります。 

 

 
 

 

＜18 南足柄市＞ 

チーム一丸となって、昨年以上の成績を上げたいと思います。 
 

南足柄市代表チームは、中学生、高校生、大学生の若手中心のメンバーで構成されています。チームの雰囲

気は大変良く、攻めと諦めない走りでゴールを目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

榎田　信義 ◎ 新谷　　満  飯島　智志  秋吉　　元  中村　慎之介  中込　大裕

海老名市陸協 海老名市陸協 海老名市陸協 秦野ＲＣ 東海大相模高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 千良　悠太朗  大貫　達雅  今福　大稀  越智　彪冴  新谷　　啓  北　みのり  進藤　のあ

向上高 桐光学園高 玉川学園高 鎌倉学園中 柏ケ谷中 海老名市陸協 今泉中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

赤羽　孝秀 ◎ 小林　亨輔  土佐野　岬  植田　航太  鎌田虎太郎  田貝　英明

KAK 桐蔭横浜大 早稲田大 拓大一高 座間市陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 飯田　勇希  志村　紘佑  荒木　淳希  杉原　爽汰  髙橋　鼓太郎  馬場　結菜  永田　　優

座間市陸協 光明相模原高 駒大AC 座間栗原中 座間中 座間東中 座間中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

高田　勇二 ◎ 矢後　忠遵  高橋　一輝  加藤　隆我  石部　夏希  高田　隼人

南足柄市陸協 日大生資 南足柄市陸協 山梨学院大 湘南工大附高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 髙橋　真己  矢後　銀次  安藤　凜  高橋　伸幸  渡邊　耕太  村田　美咲  柏木　愛美

大磯高 藤沢翔陵高 相洋高 南足柄岡本中 南足柄岡本中 秦野高 足柄高



＜19 綾瀬市＞ 

若い力と勢いで１０位以内を目指します。 
 

箱根駅伝出場のエース鎌田と成長著しい高校生を中心に相模湖まで駆け抜けます。積極的なレースを展開

し、チーム一丸となって１０位以内を目指します。 

 

 
 

 

＜20 葉山町＞ 

2 時間 47 分 25 秒の葉山町記録を更新。 

繰り上げなしで、63 回大会ぶりの『町村の部 優勝』 
 

実力アップしてきた高校生に経験を積んだ大学生を軸にいい流れを作る。昨年は前半で苦戦を強いられたも

のの、『町村の部優勝』まで 19 秒と迫った。今年も最後までタイトル奪還にこだわって辛抱強く戦いたい。

葉山町を挙げて、人生の区切りをつける大黒柱川村（プレス工業）の有終の美を飾る。 

 

 
 

 

＜21 寒川町＞ 
今回は男子高校生 3 人と女子区間も高校生を配置しました。若い選手の頑張りに期待し、町村

の部での入賞を目指す！ 

 

昨年の 12 月から今年の 1 月までトラックでの練習を取り入れ、スピード強化を目指してきました。また、

ロードでの練習では、長い距離での粘り強い走りの養成と互いに争う意識をもつことの大切さの養成に取り

組んできました。各選手がいっしょに練習してきた仲間、保護者およびスタッフの期待に応え、自分の区間を

粘り強く走り抜き、立派な成果をもたらしてくれることを期待しています。 

 

 
 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

永村　智明 ◎ 島田　敦史  鎌田　航生  奥園　翔太  下麥　楓大  平島　龍斗

ホンダ栃木 法政大 海老名高 相洋高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 市川　真優  湯野川　創  三井　大輝  弓田　一徹  田中　尚斗  石田　有希乃  清水　一花

東海大相模高 東海大相模高 綾瀬高 綾瀬春日台中 綾瀬綾北中 湘南台高 綾瀬北の台中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

水落　勝彦 ◎ 川村　駿吾  小澤　健太郎  宮田　謙太朗  熊井　凌誠  鎌田　　豊

プレス工業 上武大 育英大 相洋高 藤沢翔陵高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 藁科　寿和  藁科　健斗  三木　良太  熊井　志岳  藤原　大竜  石田　菜海  村上　りの

横浜高 横浜高 藤沢翔陵高 葉山中 葉山南郷中 葉山南郷中 葉山南郷中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

松野　茂雄 ◎ 皆倉　一馬  長谷川  裕  竹内　航輔  笹岡　飛雅  仮屋　幸大

STAC 高座郡陸協 平塚学園高 綾瀬高 綾瀬高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 日置  信和  藤村  哲治   都甲　顕宏  小林　奏介  伊藤　遥薫  市村　絢音

日本精工 ＪＸ金属倉見 0 寒川旭が丘中 寒川旭が丘中 有馬高 寒川旭が丘中



＜22 大磯町＞ 

町村の部「上位入賞」を目指し、前大会以上の結果を出します！ 

 

湘南大磯という名の下、自然豊かな地で鍛えた選手全員がバランスのとれたチームワークで挑みます。積極

的なレース展開で過去最高の記録を残せるよう選手一丸となって頑張りますので、沿道の皆様の応援をよろ

しくお願いします。 

 

 
 

 

＜23 二宮町＞ 

町村の部２連覇はもちろん、昨年の総合１０位を上回る順位を目指します！ 

 

平均年齢１８歳、実力十分の若者が「町村の部２連覇！総合順位一桁代！」をスローガンに、ＯＮＥ ＴＥ

ＡＭで相模湖を目指します。沿道の皆さん、温かいご声援をよろしくお願いします！ 

 

 
 

 

＜24 中井町＞ 

ベテラン選手を中心に、若い世代を引っ張っていく走りで町村の部の上位を目指します。 
 

中井町チームは、応援してくださる方々へ感謝の心を胸に、一本の襷に願いを込めて、一人一人が自分の力

を出し切り、目標に向かって最後まで襷をつないでいきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

二宮　孝好 ◎ 村本　洋介  山谷　準也  本宮　　亨  大川　一成  原田　翔平

平塚市役所 中郡陸協 ラチエンAC プレス工業 横浜市陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 平原　渉太  小島　義之  二梃木　健太  上田　雅輝  宮﨑　　聖  芝崎　さらり  渡邊　なほ

平塚市役所 中郡陸協 中郡陸協 聖ステパノ学園中 聖ステパノ学園中 白鵬女子高 大磯国府中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

丹澤　　卓 ◎ 小坂　太我  原　　嘉賢  小坂　友我  小早川　寛人  原　寛樹

日本大 RUN.3 日本大 国士舘大 北里大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 楠原　　諒   辻原　　輝  須藤 佑海翔  浦添 千章  土方　　柚

中郡陸協 0 0 二宮中 二宮中 二宮中 二宮中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

藤本　貢  吉野　広哲  横山　和哉  井上　　剛 ◎ 大庭　弘明  小川　大輔

ＹＡＰ 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 東京陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 金子　和博  藤本　修久   久井　拓人  知花　航大  佐藤　真悠  多田　千恵子

日本精工 足柄上郡陸協 0 中井中 中井中 厚木高 足柄上郡陸協



＜25 大井町＞ 

町村の部「上位入賞」を目指します。 
 

大井町代表は、ベテランから若手まで幅広い年齢層ですが、日々の練習からお互いを刺激し高めあい、チー

ムワーク抜群なチームです。選手は精一杯自分の力を振り絞り、みんなの思いが込められた襷をつなぎ、相模

湖のゴールを目指し駆け抜けます。皆さんの温かい応援をお願いいたします。 

 

 
 

 
＜26 松田町＞ 

町村の部入賞！ 
 

１１月より約５０回練習会を実施し、今年もチームワークは抜群です。町村の部連続入賞を目指して、選手・

スタッフ一丸となり相模湖のゴールを目指します。年々成長している松田町チームに更なるご声援をお願い

いたします！ 

 

 
 

 

＜27 山北町＞ 

昨年以上（29 位）の順位と 3 時間 5 分以内 

 

若い社会人ランナーと高校生ランナーが毎年記録を伸ばしています。若い選手にはベテランランナーの練習

姿勢を見習ってもらいながら、山北町の代表選手としての誇りを持ってワンチームでゴールを目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

古澤　元一 ◎ 岩本　瑛吾  長谷川　隆智  南　　健志  海老名　俊彦  曽根　直也

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 鎌倉学園高

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 増川　茂雄  田村　健吾  長谷川　将輝  可児　悠貴  冨岡　　晴  杉崎　妃香  小澤　叶星

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 大井湘光中 大井湘光中 向上高 大井湘光中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

遠藤　　誠 ◎ 大舘　俊貴  早崎　英幸  広瀬　　隆  吉田　悠馬  内田　貴聡

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 本多　　駿  橋本　真一  大島　　希  石澤　和弥  熊澤　瑛人  柏木　　渚  柏木　もも代

東海A.C 山北高 旭丘高 松田中 松田中 日大生資 秦野高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

松澤　大輔  森山　賢一  山崎　郁雄  斉藤　　誠  中戸川　敦 ◎ 五十島　秀平

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 高砂香料 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 山口　晃輝  齋藤　レイメイ   諸星　成人  加藤　夏生来  松澤　あすか  神保　果林

相洋高 山北高 山北中 山北中 山北中 山北中



＜28 開成町＞ 
「ONE TEAM」開成町は、町村の部入賞を目指します。 

 

開成町は、社会人主体の市民ランナーチームです。監督、サポート役員、選手が LINE グループで繋がって

いて、大会案内、出場結果や各自のコンディション状況等の情報交換をしており、チームワークは抜群です。

今回は、エースが欠場のため、苦しいメンバー状況ですが、その分、「ONE TEAM」で町村の部入賞を目指し

ます。 

 

 
 

 

＜29 箱根町＞ 
念願の町村の部１位を目標に、総合でも上位を目指します。 

 

過去３年、町村の部を３位・２位・４位と栄冠まであと一歩！選手の若返りを図り、更なる高みを目指しま

す。日本遺産にも認定された“天下の嶮”「箱根八里」で培った脚力と、箱根駅伝から受け継がれた「山の神」

の魂を武器に、選手達が一陣の風となり駆け抜けます！台風の被害をものともせず、不屈の精神で疾走する選

手達に、熱いご声援をよろしくお願いします！ 

 

 
 

 

＜32 愛川町＞ 

再び、町村の部・頂点へ！ 
 

町村の部三連覇を狙った昨年は 3 位。今年のチームは、県中学校総体陸上男子 800m で 4 位入賞の前田

選手をはじめ、県高校新人陸上女子 3,000m で 5 位入賞の新井選手や、伸び盛りの高校生のほか、さらに力

をつけた大学生の中武兄弟や安定感のある社会人が揃い、平均年齢は 18 歳。1、2 区でいい流れを作り、中

盤でしっかりその位置をキープして、6、7 区でさらに追い上げることができれば、上位でのフィニッシュが

見えてきます！沿道そして愛川町民の皆さん、選手は愛川町代表として地元を駆け抜けますので、温かいご声

援をよろしくお願いいたします。 

 

 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

石渡　卓司  瀬戸　幸正 ◎ 羽原　輝晃  瀬戸　竜介  芳山　　拓  渡邉　大樹

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 佐藤　　祥  猪井　夢人  高見澤　哲  榎　　哲平  依田　芽生  田代　美玲  林　　　優

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 南足柄市陸協 開成文命中 開成文命中 相洋高 開成文命中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

川久保　一浩  齋藤　健児  石井　清加寿  鈴木　敬史 ◎ 田代　　進  大泉　　奨

足柄下郡陸協 平塚市役所 足柄下郡陸協 足柄下郡陸協 足柄下郡陸協

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 勝俣　航希  瀬戸　　翼  細井　裕生  安齋　宗寿朗  鈴木　康介  土岐　優花  島田　美玲

専修大 日大三島高 足柄高 箱根中 鎌倉学園中 日大三島高 箱根中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

渡辺　友巳 ◎ 飯泉　直哉  苅田　広野  細井　柊人  生方　勇気  中武　泰雅

愛甲郡陸協 愛川町役場 相州健児 相州健児 駿河台大

０６　男子 ０７　男子 ０８　男子 ０９　中学男子 １０　中学男子 １１　女子 １２　女子

 中武　泰希  志村　悠樹  西坂　昂也  前田　慶士  武田　晃瑠  新井　沙希  志村　美奈

創価大 向上高 光明相模原高 愛川東中 愛川中 秦野高 愛川中


