
監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

高橋　幸宏  金子　伸也 ◎ 篠﨑　洸太  髙谷　将弘 ○ 伊澤　　聡 △ 男澤　　諭

相模原クラブ 警視庁 ＪＲ東日本 相模原クラブ 弥栄高

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

△ 菊池　航大 △ 佐藤　　実  加藤　大地  濱本　天瞳 △ 赤坂 よもぎ  今泉 野乃香

相模原総合高 藤沢翔陵高 大野南中 新町中 元石川高 旭中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

小出　敏之 ◎ 吉田　　潤  田代　洋平 ○ 矢澤　　曜 ○ 平山　雄大 ○ 鵜野　正明

ＣＲＥＳＴ 川崎市中体連教ク 早稲田大 明治大 神奈川大

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

△ 濱野　優太 △ 鈴木　涼太  石川　太一  橋本　龍一 △ 中村　瑠花 △ 川瀬　紫織

荏田高 藤沢翔陵高 枡形中 枡形中 白鵬女子高 白鵬女子高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

丸田　巖 ◎ 村上　　歩  今村　　俊  今村　　慧 ○ 星野　光汰 ○ 坂本　貴則

プレス工業 プレス工業 プレス工業 専修大 明治大

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

△ 我那覇 和真 △ 稲毛　悠太  平岡アンディ  生見　優太 △ 上原 明悠美 △ 宇佐美 小夏

東京実業高 東京実業高 万騎が原中 万騎が原中 白鵬女子高 白鵬女子高

 

★☆★☆ 参加３０チームの紹介 ☆★☆★ 
 

  

 

 

 

＜１ 横浜市＞ 
前回の記録（2 時間 39 分 46 秒）を上回り、大会 3 連覇を目指します。 

 
 

 

 

 

 

今回のチームは、全国大会出場経験豊富な選手で編成することができました。中でも注目すべきは、今年行われた

全日本実業団対抗駅伝競走大会に出場したプレス工業の今村兄弟、全国高等学校駅伝競走大会で活躍した東京実業高

等学校・白鵬女子高等学校の選手たちの参加です。全区間で区間賞を狙います。 

 

＜２ 川崎市＞ 
３年ぶり１９回目の優勝 

  

 

 

 

 

 

今年は大学で活躍している矢澤選手、平山選手を中心にチームを編成しました。中学生・高校生も元気がよく、優

勝を目指せるチームです。昨年設立したクラブチーム「ＣＲＥＳＴ（クレスト）」所属の吉田選手の主将としての走

りにも期待できます。 

 
＜３ 相模原市＞ 

合同練習などで培った持ち前のチームワークを発揮し、優勝を目標に地元相模湖のゴールへ伝統の

襷を繋ぎます。 

   
   

 

 

 

 

 

相模原市チームは過去優勝２回準優勝３回という伝統あるチームです。我々選手には市教育委員会や体育協会、市

陸上競技協会、ＯＢなどの強力なバックアップがあります。恵まれた環境にあることに感謝し、市代表チームの一員

として、郷土・相模原を愛する仲間達が、誇りと喜びを胸に全力でこの駅伝を走ります。 

 

 

 

 

◎・・主将 ○・・大学生 △・・高校生  は帰省地参加選手 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

池田　克行 ◎ 水谷　　響 ○ 佐々木 史人 △ 石井　秀昴 △ 佐藤　雄輝 △ 矢野　　旦

東海大 立教大 藤沢翔陵高 西湘高 法政第二高

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

△ 丸山 翔太郎 △ 萩原　太郎  中丸　大樹  佐藤　　翼 △ 相澤　晴香 △ 宮内　朝穂

茅ヶ崎北陵高 藤沢翔陵高 手広中 手広中 白鵬女子高 平塚江南高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

荒井　峻 ◎ 山中　健太  木浪　　浩 ○ 樗澤　竜平 ○ 近藤　賢太 △ 小泉　雄輝

神奈川大 武山自衛隊RC 松蔭大 松蔭大 藤沢翔陵高

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

△ 森　　夏樹 △ 畔柳　　揮  佐藤　雄基  佐久間 勇起 △ 尾崎　聡美  村上　舞衣

藤沢翔陵高 藤沢翔陵高 追浜中 大津中 白鵬女子高 大津中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

小林　秀夫 ◎ 橘　　明徳  坂本　智史 ○ 槻澤　　翔  吉野　健夫 △ 高橋　裕亮

プレス工業 プレス工業 東京経済大 藤沢市陸協 希望ヶ丘高

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

△ 杉山　　輔 △ 四方　祥雄  遠藤　宏夢  藤江　千紘 ○ 尾形 ひとみ △ 岩佐たんぽぽ

多摩高 湘南工大附属高 滝の沢中 鵠沼中 東京農業大 平塚江南高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

市川　豊  石井 清加寿 ◎ 矢後　大輔 △ 稲垣　秀平 △ 星　雄太朗 △ 松本　直樹

平塚市役所 平塚市役所 相洋高 鎌倉学園高 湘南工大附属高

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

△ 黒崎　祐司 △ 稲垣　智文  佐野　健人  杉本 航一郎 △ 加藤　真璃  小野　遥奈

大原高 相洋高 神田中 浜岳中 湘南工大附属高 田奈中

＜４ 横須賀市＞ 
３位以内 

   

 

 

 

 

 

今年もかながわ駅伝に出場できることに心から感謝をいたします。昨年の途中棄権という悔しい思いを晴らせるよ 

う、全員が力を出し切って襷をゴールへ運びたいと思います。箱根駅伝に出場した山中選手、都道府県対抗駅伝に出

場した森選手を筆頭に大学生、高校生を中心とした若いチーム編成となりました。若さあふれるフレッシュな走りで

沿道の方々に元気を与えられるような走りをしたいと思います。 

 
＜５ 平塚市＞ 

社会人の堅実な走りと果敢に攻める高校生が一丸となって、６位以内を目指して頑張りたいと思い
ます。 

 
 
 
 
 
 
  大学生が故障などでエントリーができず、勢いのある高校生を主体にチーム編成をしています。初エントリーが５

人、１回出場が５人と経験は浅いですが、チャレンジ精神で挑む姿は楽しみです。 

多数出場のベテラン石井の牽引力にも注目です。 
 

＜６ 鎌倉市＞ 
10 位以内目標に頑張りたい。 

 

 

 

 

 

  

高校生中心のメンバーですが、チーム一丸となって今大会に挑みます。 

伸び盛りの若いメンバーの走りに期待します。 

 
 

＜７ 藤沢市＞ 
目標は６位入賞です。 

 

 

 

 

 

 

今年は高校生・大学生中心の若いチーム編成ですが、あらためて、中学生から社会人まで一丸となったチームの元

年としたいです。そのために経験を積む第一歩の駅伝になるように頑張ります。 

 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

大河内　誠 ◎ 大久保　圭 ○ 松井　洸介 △ 中西　正明 △ 秋葉　雄樹 △ 杉浦　裕季

法政大 法政大 日大藤沢高 金沢総合高 三浦学苑高

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

△ 浅沼　康太 △ 島田　貴司  池内　勇吾  山下　祐貴 △ 田中　沙帆  長濱 夕海香

藤沢翔陵高 横須賀高 逗子中 逗子中 西湘高 沼間中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

中山　雅浩 ◎ 柏木　正嗣 ○ 樽木　将吾 ○ 鈴木　大和  斎藤　拓也  田代　　裕

小田原市陸協 小田原市陸協 中央大 小田原市陸協 湘南ＲＣ

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

○ 三宅　翔太 △ 高橋　竜平  鈴木　開登  日吉　悠悟 ○ 吉澤　彩夏  髙橋 菜々子

文教大 相洋高 城山中 酒匂中 日本体育大 城山中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

剱持　義昭 ◎ 川崎　健太  石原　　洸 ○ 高梨　寛隆 ○ 櫻井　亮太 ○ 福澤　彩仁

スズキ 新電元工業 法政大 国士舘大 国士舘大

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

△ 清水　聡太  横山　貴臣  高梨　裕司  小室　駿也 △ 飯田 愛咲子  安斉 あゆ美

鎌倉学園高 平塚市役所 西浜中 円蔵中 藤沢西高 松林中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

大沢　克也 ◎ 柴内　康寛  三本　信幸 ○ 藤平　孝行 △ 中川　裕大 △ 内田　　航

警視庁 すぱっつ 神奈川大 三浦学苑高 追浜高

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

△ 石井　健登 △ 出口　祐大  五十嵐 大己  野下　　悟 △ 佐藤　晴美  山本　優花

鎌倉学園高 三浦学苑高 南下浦中 三崎中 三浦学苑高 初声中

＜８ 小田原市＞ 

６位入賞 

 

 

 

 

 

 

昨年久々に一桁順位に返り咲き、チームの士気も上がっている。 

  若手中心のチームなので、各走者が粘り強く積極的な走りを心掛ければ、昨年以上の結果が得られると思う。 

 
 

＜９ 茅ヶ崎市＞ 

茅ヶ崎市最高順位(３位以内) 

 

 

 

 

 

 

『チームワークの茅ヶ崎市』としてキャリア豊富な実業団、実力のある大学生に加え、フレッシュな中学・高校生

で頂点を目指します！応援よろしくお願いします。 

 
 

＜10 逗子市＞ 

最後の最後まで諦めない、粘りの走りで襷をつなぐ。 

 

 

 

 

 

 

中心選手がエントリーできず高校生主体のメンバーです。大学生の大久保がチームをよく引っ張り、今年も逗子ら

しい雰囲気のチームになりました。選手の飛躍のきっかけになる力走を期待したい。 
 

 
＜11 三浦市＞ 

20 位以内 

 

 

 

 

 

 

60 回大会、61 回大会と過去連続２位の実績があります。 

 ニューイヤー駅伝出場の柴内康寛（警視庁）が主将として学生中心のチームを引っ張ります。関東高校駅伝出場の

石井健登（鎌倉学園高校）や佐藤晴美（三浦学苑高校）など若い力にも期待しています。 

  今回も選手・スタッフが協力して襷をつなぎ、楽しみながら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

村上　道夫  村上　道夫  鈴木　和成  佐藤  裕貴 ◎ 松田　航也  指宿  佑将

秦野市陸協 秦野市役所 平塚市役所 秦野市陸協 秦野市役所

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

○ 指宿  卓哉 △ 原　　由幸  樋口　広太  三宅　玲馬 △ 中津川 洋花 △ 寺内　　彩

秦野市陸協 相洋高 鶴巻中 西中 秦野高 秦野高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

森　　茂樹 ◎ 竹内　健二  鹿野　友嗣  中村　卓也  木村　　充  井上　　崇

厚木市役所 厚木市役所 相州健児 横浜市役所 相州健児

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

 亀井　健太 △ 菊地　友生  岩澤　大樹  斎藤　駿太 ○ 橋本　　萌 △ 田口 富美子

厚木市役所 厚木北高 荻野中 厚木中 國學院大 秦野高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

佐藤　東哉 ◎ 山中　章宣  佐藤　心雄  平山　英司  加藤　隆太  中村　亮平

ＣＲＥＳＴ 大和市陸協 ハートブレイク 大和市陸協 藤沢市陸協

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

 五十嵐 祐太 ○ 和地　祥太  松田　　光  西尾　直也 ○ 比留川なつ美  山口　　遥

JR東日本 法政大 つきみ野中 光丘中 国士舘大 AC KITA

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

足立　　徹 ◎ 大瀬　和文 △ 枡川 健太郎 ○ 森山　将平 ○ 鎌田　裕貴 ○ 江副　雄大

伊勢原市陸協 多摩高 法大工学部 松蔭大 松蔭大

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

 松井　大介 △ 高山　寛史  慶本　仁謹  木村　祐太 △ 竹内 あさひ △ 内藤　帆南

伊勢原市陸協 秦野高 伊勢原中 伊勢原中 秦野高 秦野高

＜12 秦野市＞ 

  上位入賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

秦野市チームは、強化選手による合同練習会を、土、日曜日、祝日等に社会人が昨年８月から、学生が昨年11 月

から行い、チームワーク力や若い選手層の強化に取組み、厳しい練習を積んできました。 

エース的な選手はいませんが、チーム一丸となって上位入賞を目指します。 

早春の相模路を力走する秦野市チームに、御声援をお願いします。 
 

＜13 厚木市＞ 

  一人ひとりがベストを尽くして走り、昨年度の順位を１つでも上回りたい。 

 

 

 

 

 

 

厚木市役所を軸とした実業団中心のチームで、大学生や高校生の少ないチーム編成になりました。ベテラン勢には

安定した走りを、高校生や中学生にはこれからにつながる走りを期待しています。 

  これまで２回の選考会や試走を通してチームのまとまりが出てきました。大会までにさらに団結を強めていきたい

と思います。チーム的には厳しい状況もありますが一人ひとりが最後まであきらめずベストを尽くした走りをし、応

援の皆さんに感動を与えたいと思います。厚木市民22 万の応援を糧にがんばります。 
 

＜14 大和市＞ 

２時間 45 分 10 秒。6 位入賞を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、これまでに無い チーム力を生かした練習と関係スタッフを含めた総合力で各選手の力を最大限に出せる様

に整えて挑んでいます。また、区間賞も狙った走りを見せたいと思います。 

個性のある選手を揃えての大会出場で、上位入賞を期待しています。 
 

＜15 伊勢原市＞ 

  全員で、力を合わせ入賞！ 

  

 

 

 

 

 

 

伊勢原市は、昨年２５年ぶりの入賞をしました。今年のチームは、中学生、高校生、大学生、市民ランナーとバラ

エティに富んだ編成となりました。沿道の声援を力に入賞を目指してがんばります。 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

細谷　文男 ◎ 中山　智貴  島田　敦史  高橋　寿和  東井　崇志 △ 金子　優作

厚木市役所 ホンダ栃木 綾瀬市陸協 海自厚木 光明相模原高

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

△ 植田　一貴  山口　栄由  三宅　悠平  小林　広樹 △ 石河　千歩  北野　伶奈

荏田高 綾瀬市陸協 北の台中 綾北中 海老名高 綾北中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

赤羽　孝秀 ◎ 吉山　祥太 ○ 今枝　大輔 △ 野村　雄一 △ 三田　眞司 △ 松吉　洸紀

学習院大 神奈川大 光明相模原高 光明相模原高 光明相模原高

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

△ 飯田　勇希 △ 武藤　聖人  山本　裕二  本間　　航 ○ 吉田　菜摘  河出 佑実子

横浜隼人高 多摩高 座間西中 相模中 松蔭大 相模中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

山﨑　和男 ◎ 高橋　英雄  小泉　　淳 ○ 二見　蔵人 ○ 中　　秀敏 ○ 尾﨑　拓磨

海老名市陸協 埼玉陸協 東海大 関東学院大 筑波大

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

△ 中道　涼太 △ 辻　　拓未  辻　愛友夢  山﨑　琢磨 　 井出　彩名  飯島 百合枝

神奈川大附属高 厚木高 今泉中 今泉中 今泉中 海老名市陸協

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

柏木　一郎 ◎ 菊地　将吾 ○ 髙橋　和帆 ○ 岡田　健吾 △ 松枝　博輝 △ 髙田　祥平

南足柄市陸協 日本体育大 慶應義塾大 相洋高 西湘高

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

△ 矢後　博行 △ 矢後　　峻  矢後　忠遵  矢後　力夜 ○ 松村 安紀子  真壁 日向子

小田原城北工業高 小田原城北工業高 南足柄中 南足柄中 東海大 足柄台中

＜16 海老名市＞ 

  新しい自分はここから、笑顔で走る海老名の力。目指せ１０位以内! 
 

 

 

 

 

 

 

昨年の順位の悔しさを胸に、チーム全員で戦うこと、一秒でも粘ること、市民の期待に応え、一本の襷に想いを込

めて、全力で駆けぬけたい。 
 

 
＜17 座間市＞ 

  ２時間５０分をきり９位以内 

 

 

 

 

 

 

 

  高校生を主力とした若いチーム編成となりました。毎年一桁順位を目標に頑張ってきましたが、なかなか目標を達

成することができず悔しい思いをしてきました。２時間５０分を切り、９位以内を目標にタスキをつなぎゴールを目

指します。 

 
＜18 南足柄市＞ 

  総合順位１５位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  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編成されています。前回は１６位であり

ましたが、今回は１区から３区で積極的なレースを展開し、１５位以内を目標にチーム一丸となって頑張ります。 
 

 
＜19 綾瀬市＞ 

10 位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  成長著しい高校生とベテランを中心としたチーム編成になりました。                                                                 

エース的な選手はいませんが、最後まであきらめない絆で結ばれた、綾瀬市の選手の走りを応援してください。 

 

 



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 ○ 鎌田　裕巳 △ 内田　洋平 △ 小林　悠也 △ 藤本　星夜

青山学院大 国際武道大 藤沢翔陵高 横浜高 三浦学苑高

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

△ 吉田　大樹 △ 本間　智宏  前嶋　　曜  本間　達矢 △ 村上　祐理  藤原　夢来

三浦学苑高 三浦学苑高 南郷中 葉山中 横須賀高 南郷中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

西山　博正 ◎ 北　　重治  藤村　哲治 ○ 蛭田　涼介  長谷川　裕  鈴木　光一

ハートブレイク JX金属倉見 東海ＡＣ 高座郡陸協 高座郡陸協

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

 日置　信和 △ 渡邊　晴樹  笹嶋　一揮  谷出　海翔  大久保 知夏  日置　茉那

日本精工 藤沢翔陵高 旭が丘中 寒川東中 寒川東中 旭が丘中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

二宮　孝好 ◎ 本田　正彦  村本　洋介  山谷　準也  吉村　元気  原田　翔平

Ｍ.HIRATSUKA 平塚市役所 中郡陸協 中郡陸協 中郡陸協

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

○ 小島　義之 △ 大川　一成  勝又　光希  松村 翔太郎 △ 麻田　真実  近藤　　遥

國學院大 藤沢翔陵高 大磯中 大磯中 小田原高 国府中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

前田　憲一郎 ◎ 土井　日輝 ○ 田中　健介 △ 中崎　正大 △ 中川　　剛 △ 水島　竜馬

中郡陸協 松蔭大 小田原高 西湘高 西湘高

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

△ 橘川　　蓮 　 古澤　秀和  小坂　太我  原　　嘉賢  森　　春奈  近藤 さな恵

二宮高 中郡陸協 二宮中 二宮中 二宮中 二宮中

＜20 葉山町＞ 

  2 時間 52 分 18 秒の葉山町記録を更新。 町村の部で優勝。 

 

 

 

 

 

 

 

  川村・鎌田の大学生を軸に、高校生主体の若いチーム。ただ、その高校生も地道に力をつけてきてくれているので、

前半流れに乗って、諦めず、粘りの走りでつないでいきたい。 

葉山町記録の更新を最低限の目標とし、それをクリアできる追い風が吹いたら大井町の背中も見えてくると信じ、

一丸となってレースに挑む。 

 
＜21 寒川町＞ 

  若き中学生・高校生とベテラン選手の一致団結で、町村の部の上位入賞を目指します！ 

 

 

 

 

 

 

 

  昨年12 月から合同練習会を行い、中学生と高校生の走力の向上とベテラン選手の粘り強い精神力を養ってきまし

た。また、選手とスタッフが真摯な気持ちをもち、全員一丸となって協力し、昨年の記録を上回る走りと町村の部で

の上位入賞を目指します。 
 

＜22 大磯町＞ 

  町村の部「上位入賞」を目指し、頑張ります！ 

 

 

 

 

 

 

 

  今年のチームは若手の成長が著しく、さらにベテラン組も安定した走りが期待でき、社会人・大学生・高校生・中

学生とバランスの取れたチーム編成を組むことができました。 

  大磯町の代表として走ることを誇りに思い、スポーツの素晴らしさと楽しさを陸上を通じて地域の皆様に伝えられ

るように積極的なレース展開で昨年の記録を上回る成績を残せるよう頑張ります。 
 

＜23 二宮町＞ 

  町民の期待と選手の力・汗を襷に込めて、町村の部４位以内を狙う。 

 

 

 

 

 

 

 

  今年のチームは昨年までとは違い、高校生・大学生を中心にした若いチーム編成となっています。この若いメンバ 

ーを経験豊富なベテランがチームを引っ張ります。若いパワーとベテランパワーが一つになり、今年は、「町村の部」 

４位以内を目指し頑張ります。期待と選手の汗が染み込んだオレンジ色の襷に注目を！ 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

松澤　大輔 ◎ 斎藤　　誠  森山　賢一  杉本　大輔  瀬戸　竜介 ○ 中戸川　敦

高砂香料 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 松陰大

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

○ 石田　貴久 ○ 荻野　栄一  髙橋　雄斗  川﨑　達也 ○ 川口　美幸  杉本　ゆい

東京農業大 足柄上郡陸協 山北中 山北中 相模女子大 山北中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

高橋　次男 ◎ 上木　高広 △ 榎本　泰基 △ 相原 周一郎 △ 岩谷　真吾 △ 横山　和哉

足柄上郡陸協 相洋高 平塚江南高 小田原高 小田原城北工業高

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

△ 吉野　知哲 △ 秋山　　忍  瀬戸　祐馬  早田　大樹  戸村　　愛  守屋　　陽

秦野高 秦野高 中井中 中井中 中井中 中井中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

古澤　元一 ◎ 平野　泰輔  海老名 俊彦  岩本　瑛吾 ○ 覚張　昌聴  長谷川 隆智

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 帝京大 足柄上郡陸協

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

 藤澤　全禎  田村　健吾  中川 慎太郎  香川 遼太郎 △ 丹羽　七海  鈴木　彩友

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 湘光中 湘光中 白鵬女子高 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 ◎ 早崎　英幸  折田　吉儀  内藤　寛孝  広瀬　　隆 ○ 大舘　俊貴

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 法政大

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

○ 片岡　崇浩 △ 水島　拓也  大島　惇平  戸澤　　嶺 △ 大島　千夏 △ 後藤　桃香

足柄上郡陸協 小田原総合ビジネス高 松田中 松田中 秦野高 西湘高

＜24 中井町＞ 

  若さと元気と明るいチームワークで、町村の部「上位入賞」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

中井町チームは、昨年同様中学生および高校生を中心とした若さ溢れるチームです。今年は昨年より選手全員がさ 

らに成長し、戦えるチームになりました。小さな町からの出場を選手が誇りに思い、大会参加にあたり支援していた

だいている皆さんへ感謝の気持ちを強く持ち、目標に向かって襷を繋ぎ、ゴールを目指して全力を尽くします。 
 

＜25 大井町＞ 

昨年、町村の部で２年連続優勝を果たしました。今年は３連覇を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

本年１月３日に開催された『足柄上地区一周駅伝競走大会』では２年ぶりに優勝を果たしました。 

  選手達は日々練習に励み、この勢いに乗って抜群のチームワークで先輩諸氏から受け継いだ襷をゴールまでつなぎ

ます。 

 
＜26 松田町＞ 

昨年の総合タイム短縮を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

今年のチームは、ベテランから若手まで幅広い年齢層で構成され、早崎主将を中心に抜群のチームワークでまとま

っています。 

  １２月から今大会に向け夜間練習を重ね、各選手の走力アップも図れています。当日は、若手の勢いとベテランの

粘りで昨年の総合タイム短縮を目指し、ゴールまで襷を繋ぎます。 
 

＜27 山北町＞ 

  25 位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県の絆を感じることのできるこの大会で、若手から経験豊富なベテラン選手が、山北町の絆を襷にのせ、チ

ーム一丸でゴールを目指して頑張ります。 

 

 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

小野寺　貞雄  斉藤　健児 ◎ 川久保 一浩  山下　淳一 △ 田代　　進 △ 鈴木　貴之

湘南ＲＣ 箱根町役場 足柄下郡陸協 二宮高 小田原総合ビジネス高

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

 小川　　隆 ○ 鈴木　啓史  大泉　　奨  越阪部 隆成 △ 嶋　　愛理  鈴木　優栞

足柄下郡陸協 足柄下郡陸協 箱根中 箱根中 相洋高 箱根中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

辻村　　保  井出　　収  後藤　　崇 ◎ 羽原　輝晃 ○ 中野　大地 ○ 中村　亮太

足柄上郡陸協 富士フィルム 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 東海ＡＣ

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

△ 渡邊　大樹 △ 猪井　夢人  木之下　集  猪口　　歩  川又　　萌  板橋 咲利奈

小田原高 相洋高 文命中 文命中 文命中 文命中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

井上　善一 ◎ 山口　優弥 ○ 八木　宏平 △ 八巻　翔太 △ 太田　　駿 △ 苅田　広野

愛川町役場 松蔭大 厚木北高 厚木北高 光明相模原高

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

△ 岩嵜　　誠 △ 只木　将司  細井　柊人  生方　勇気 △ 林　　佳奈 △ 高橋　可鈴

光明相模原高 愛川高 愛川中 愛川中 上溝南高 希望ケ丘高

＜28 開成町＞ 

  一本の襷を絆に、町村の部入賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

開成町も年々選手層が厚くなってきています。４９歳から中学生まで、幅広い年齢層の選手が与えられた区間を篤

い絆でつなぎ、町村の部入賞を目標に激走します。 
 

＜29 箱根町＞ 

  がんばろう箱根!  目指せ ２時間台!!  第１区 区間賞!!! 
 

 

 

 

 

 

 

「５年以内に町村の部優勝！」計画実行中!! 

  ２年目の今年、着実に若手が力をつけてきました。 

  特に中学生の大泉・越阪部・岡田の３人が切磋琢磨し、県内でもトップクラスに成長、第１区は期待大。 

  チームの柱として山下、田代の２人に期待。 

  ２時間台を目指してがんばります。 
 

＜32 愛川町＞ 

  町村の部優勝！総合１５位以内！ 

 

 

 

 

 

 

 

今年の愛川町は、高校生が中心となり、その中に経験豊富な先輩と伸び盛りの中学生が入り、バランスの取れたチ

ーム編成となりました。 

  愛川町代表として歴史ある大会を走れることを誇りに思って襷を繋ぎ、チーム一丸となって町村の部優勝を目指し

ます。  


