
監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

小出　敏之 ◎ 田代　洋平 ○ 鵜野　正明 ○ 加藤　　平 ○ 須崎　裕也 △ 濱野　優太

川崎市中体連ク 神奈川大 専修大 法政大 荏田高

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

△ 鈴木　涼太 △ 櫛田　晃輔  橋本　龍一  神林　勇太 ○ 川瀬　紫織 ○ 中村　瑠花

藤沢翔陵高 多摩高 枡形中 宮前平中 東洋大 東京農大

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  齋藤　浩之 △ 渡辺　六貴 △ 小町　昌矢

相模原クラブ 警視庁 相模原市陸協 相模原総合高 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

△ 佐藤　　実 △ 星川賢二郎  佐藤　拓巳  笹川　登夢 △ 赤坂よもぎ  今泉野乃香

藤沢翔陵高 橋本高 大野北中 中野中 元石川高 相模原旭中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

丸田　　巖 ◎ 富張　裕紀  齋藤雄太郎 ○ 星野　光汰 ○ 澤野　健史 ○ 松田　憲彦

横浜市陸協 ＣＲＥＳＴ 専修大 専修大 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

△ 稲毛　悠太 △ 宮尾　佳輔  館澤　亨次  越川　堅太 △ 松浦　朝美 △ 加藤　美菜

東京実業高 鶴見高 中山中 金沢中 白鵬女子高 白鵬女子高

 

★☆★☆ 参加３０チームの紹介 ☆★☆★ 
 

  

 

 

 

＜１ 横浜市＞ 
2 時間 40 分を切り、大会 4 連覇を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

今年のチームは、大学生ならびに多くの初出場となる選手で編成しました。「チーム横浜」として、若い力で 4 連

覇を目指します。また、前回活躍した星野選手（専修大学）を中心に、各選手達は積極的な走りで各区間賞をねらい

ます。 

 

＜２ 川崎市＞ 
４年ぶり１９回目の優勝 

 

 

 

 

 

 

 

川崎市は、過去１８回の優勝を勝ち取っていますが、ここ最近は、3 年連続4 位と優勝から遠ざかっています。毎

年、地元で育った選手を軸にチーム編成をしていますが、今年は地元大学生の活躍も期待しています。１区の中学生

からよい流れに乗れば、最後まで優勝争いに絡めるものと思っています。チーム川崎旋風を吹かせたいです。 

 
＜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

小林　秀夫 ◎ 田中　良範  橘　　明徳  皆倉　一馬  木村　茂樹  鶴崎　優太

藤沢市役所 プレス工業 プレス工業 プレス工業 プレス工業

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

 吉野　健夫 △ 兒島　陽生  遠藤　宏夢  佐々木達平 ○ 尾形ひとみ △ 山野　里緒

藤沢市陸協 藤沢西高 滝の沢中 湘洋中 東京農大 藤沢西高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

荒井　　峻 ◎ 木浪　　浩 △ 小野　良希 ○ 小泉　雄輝 ○ 森　　夏樹 ○ 堀井　勇希

武山自衛隊RC 鎌倉学園高 日本体育大 専修大 防衛大学校

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

△ 畔栁　　揮 △ 榎本　雄太  加藤　直人  尾高　将太 ○ 望月　晴佳 △ 風間　梨沙

藤沢翔陵高 横浜高 大津中 浦賀中 順天堂大 三浦学苑高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

市川　　豊 ◎ 矢後　大輔  久野　正悟  伊澤　　聡 ○ 鈴木　悠介 ○ 杉山　連哉

平塚市役所 平塚市役所 平塚市役所 日本体育大 帝京大

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

△ 松本　直樹 △ 横井　翔吾  杉本航一郎  原田　拓己 △ 小野　遥奈  山田　菜月

湘南工科大附高 相洋高 浜岳中 大野中 八王子高 大住中

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 △ 石井　秀昂 △ 矢野　　旦 △ 佐藤　　翼 △ 阿部　雄大

○　　東海大 藤沢翔陵高 法政第二高 藤沢翔陵高 七里ガ浜高

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

△ 小泉　直哉  鈴木　　優  遠藤　大樹  根来　佑有 △ 相澤　晴香  矢野　優実

鎌倉学園高 鎌倉市陸協 玉縄中 手広中 白鵬女子高 手広中

＜４ 横須賀市＞ 
チーム一丸となって３位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

高校生、大学生を中心とした若いチームです。インカレ１５００m チャンピオンの望月選手、全国高校駅伝に出場

した畔栁選手をはじめ、日体大の小泉選手、専修大学の森選手といった実力派のメンバーがそろいました。思い切っ

た走りを見せたいと思います。 

 
＜５ 平塚市＞ 

チームの総合力で 6 位以内を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

  社会人3 名、大学生2 名、高校生3 名、中学生3 名とバランスのとれたチーム編成となりました。箱根駅伝で優

勝した日本体育大学で6 区を走った鈴木悠介選手が、得意の下りを活かせる区間での走りには注目です。12 月から

練習会を行い、チームワークも強化してきました。チームひらつか一丸となって挑みたいと思います。 
 

＜６ 鎌倉市＞ 
10 位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

高校生が主体の若いチームなので流れに乗れば、大いに期待がもてます。 

 
＜７ 藤沢市＞ 

藤沢市として、大会参加以来の最高位である準優勝を超える「初優勝」 

 

 

 

 

 

 

 

藤沢市としての最高位は過去２回の準優勝。今年は２年前の準優勝を超える布陣が整った。社会人はニューイヤー

駅伝出場のプレス工業を中心に湘南国際ハーフ優勝の田中、女子区間は経験豊富で安定感ある大学生の尾形。そして

スタートの１区中学生区間は、全日中出場の遠藤が最高位でのタスキリレーを目指す。リザーブに回る選手は伸び盛

り。今年は藤沢市、悲願の「初優勝」を成し遂げます。 



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  川崎　健太 ○ 高梨　寛隆 ○ 櫻井　亮太 ○ 梁瀬　　功

新電元工業 スズキ 法政大 国士舘大 山梨学院大

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 ○ 岩野　峻也  小室　駿也  谷津　海斗 ○ 矢澤あずみ △ 北村由比子

拓殖大 東京農大 円蔵中 円蔵中 日本体育大 西湘高

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  青山　来夢 △ 内田　　航 △ 松崎　　蓮 △ 石井　健登

警視庁 三浦市陸協 追浜高 三浦学苑高 鎌倉学園高

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

△ 出口　祐大 △ 五十嵐大己  髙梨　龍斗  小川原聡人 △ 佐藤　晴美  星野　直子

三浦学苑高 三浦学苑高 初声中 初声中 三浦学苑高 三崎中

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  権守　竜也  瀬戸　智弘 ○ 樽木　将吾 ○ 鈴木　大和

小田原市陸協 小田原市陸協 小田原市陸協 SEISHO・RT 中央大

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  日吉　悠悟  辻　　海里 ○ 鈴木ひとみ  髙橋菜々子

文教大 相洋高 酒匂中 酒匂中 玉川大 城山中

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 ○ 岩間　一輝 ○ 中西　正明 ○ 野田　雄作 △ 杉浦　裕季

○　　法政大 日本体育大 法政大 日本体育大 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

△ 松田雄太郎 △ 中屋　裕貴  土井　祐弥  吉川　右門 △ 飯野　汐音  長濱夕海香

追浜高 逗子開成高 逗子開成中 逗子開成中 横須賀学院高 沼間中

＜８ 小田原市＞ 
３位入賞 

 

 

 

 

 

 

 

一昨年は１０位以内が目標で９位、昨年は６位入賞が目標で６位と、ここ２年間は確実に目標を実現してきました。

今年はさらに個々の走力が充実してきたので、さらに高い目標を掲げ、「全員駅伝」でその目標を実現させたいと思

います。 

 
＜９ 茅ヶ崎市＞ 

初優勝をめざします。 
 

 

 

 

 

 

 

区間賞経験のある社会人選手を中心に、伸び盛りの大学生・中高生を加え、今年も素晴らしいメンバーがそろいま

した。普段は別々に練習していても、全員がお互いを知り合った地元出身の選手なので、この駅伝に向けては気持ち

でつながっています。「チームワークの茅ヶ崎」で、さわやかにタスキをつなぎます。 

 
＜10 逗子市＞ 

最後まで諦めない走りで、逗子市念願の１０位以内を達成したい。 

 

 

 

 

 

 

 

若いメンバー構成であるが、岩間、大久保の大学生の存在が良い刺激となり、和やかな雰囲気の中、チーム内に妥

協を許さない雰囲気を作っている。選手各自が自分の持っている力を発揮できるよう目標に向かってチャレンジします。 
 

＜11 三浦市＞ 

１５位以内 
 

 

 

 

 

 

 

実業団選手の柴内康寛（警視庁）が主将として学生中心の若いチームを引っ張ります。中でも関東高校駅伝出場の

石井健登（鎌倉学園高校）や関東高校選抜新人大会 1,500ｍで 4 位に入賞した出口祐大（三浦学苑高校）の主要区

間での走りに期待しています。選手・スタッフが協力して、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

森　　茂樹 ◎ 中村　卓也  亀井　健太  眞田　泰芳  鹿野　友嗣  木村　　充

相州健児 厚木市役所 厚木市役所 厚木市役所 横浜市役所

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

 牧田　大輔 △ 阿部　祥生  長明　泰成  山本　　燎 ○ 橋本　　萌  水上　　知

相州健児 弥栄高 森の里中 東名中 國學院大 東名中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

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

秦野市役所 平塚市役所 秦野市陸協 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  須藤　拓海 　 佐藤　　匠 △ 指宿　朱音 △ 寺内　　希

秦野市陸協 相洋高 秦野西中 渋沢中 八王子高 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 ◎ 佐藤　心雄  加藤　隆太  五十嵐祐太  中村　亮平  宮下　康彦

大和市陸協 大和市陸協 JR東日本 湘南アスリート 東京陸協

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

○ 和地　祥太 △ 松田　　光  伊藤　幹太  笹井　南斗 △ 山崎　凪紗  

法政大 藤沢翔陵高 つきみ野中 光丘中 湘南工科大附高

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 ○ 森山　将平 ○ 高山　直哉 ○ 小島　竜太 ○ 鎌田　裕貴

伊勢原市陸協 法大工学部 神奈川大 東京情報大 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  草薙眞一郎  木村　祐太  高橋　優斗 △ 竹内あさひ △ 佐藤　彩音

伊勢原市陸協 伊勢原市陸協 伊勢原中 山王中 秦野高 希望ヶ丘高

＜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手選手等の強化に望み、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＞ 

  チーム一丸となって、昨年以上の成績をあげたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

市内の大会や記録会を通して選手を選考してきました。今年度は、中学生女子の層が厚く充実した選手がそろいま

した。これに経験豊かな一般の選手が要所をしめ、例年以上の良い結果を残せると信じています。大会までの期間、

体調をくずさないよう調整して上位進出をねらっていきたいと思います。 
 

＜14 大和市＞ 

6 位入賞を目指す！ 

 

 

 

 

 

 

 

今年のチームはこれまでに無く、充実した練習の中で培われたチーム力を生かし安定した走力を発揮できるチーム

である。大会を盛り上げたい。 
 

＜15 伊勢原市＞ 

  目標、6 位以内 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のチームは、社会人、大学生、高校生、中学生とバランスのとれた編成となりました。序盤で地元の声援を

力にして、好位置につけ、いい流れで後半の区間へ襷をつなげて行ければと思っていますので、ご声援お願いいたし

ます。 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

山﨑　和男 ◎ 高橋　英雄  池田　　宏 　 飯島　智志 　 小泉　　淳 ○ 尾﨑　拓磨

海老名市陸協 ＡＦＡＣ 海老名市陸協 埼玉陸協 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  斎藤　駿太  渡邊　　廉 △ 石黒　優海  樋口　桜子

神奈川大附高 厚木高 厚木中 海西中 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

細谷　文男 ◎ 中山　智貴  島田　敦史  高橋　寿和  駒井　勇輝 △ 金子　優作

厚木市陸協 ホンダ栃木 綾瀬市陸協 綾瀬市陸協 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 △ 泉　　智明  稲葉　隆一  鎌田　航生 △ 前之濱　遥 △ 大前　果鈴

荏田高 綾瀬市陸協 北の台中 綾瀬中 大和西高 大和西高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

赤羽　孝秀  田貝　英明 ◎ 松吉　洸紀 ○ 野村　雄一 △ 三田　眞司 △ 武藤　聖人

座間市陸協 ○　神奈川大 帝京大 光明相模原高 多摩高

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 △ 川村　啓太  山本　裕二  野中　悠生 ○ 吉田　菜摘 △ 河出佑実子

横浜隼人高 法政二高 座間西中 駒場東邦中 松蔭大 荏田高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

柏木　一郎 ◎ 岡田　健吾 ○ 髙橋　和帆 ○ 和田　隆寛 △ 矢後　　峻 △ 井上　颯斗

○慶応義塾大 日本体育大 芝浦工大 小田原城北工高 秦野高

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

△ 山崎　優起 △ 金子　　颯  矢後　忠遵  矢後　力夜 ○ 松村安紀子  髙田紗弥加

相洋高 小田原高 南足柄中 南足柄中 東海大 南足柄中

＜16 海老名市＞ 

  海老名スマイルと１０位以内を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

今までの海老名市チームを上回る連帯感と熱い力のある選手が揃いました。社会人のリーダーシップと若い新しい

力が相乗作用し、一走十走、一秒十秒を大事に確実に走ることでしょう。応援してくれる市民、家族に感謝し、その

想いを襷に込めて、攻めと諦めない走りでゴールを目指したいと思います。 

 
＜17 座間市＞ 

  若い力で１０位以内 

 

 

 

 

 

 

 

  個々の力は昨年以上、絶対的なエースはいませんが、若い力を終結し、粘る走りをし、一桁順位を目指します。 

 
＜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。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＞ 

若い力で、上位を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

綾瀬市の陸上競技向上のため、御尽力いただいた、綾瀬市陸協会長が昨年他界され、今回の駅伝は新たな布陣で臨

むことになりました。高校生を主軸としたメンバー構成になりましたが、走れる喜びを１本の襷に託し、持てる力を

出し切り、来年につながるような走りをします。 



監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

水落　勝彦  永津　和哉 ◎ 川村　駿吾 ○ 内田　洋平 △ 藤本　星夜 △ 小林　悠也

三浦郡陸協 プレス工業 日本大 三浦学苑高 横浜高

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 △ 阿部　智紀  鈴木　爽斗  風間　雄貴 △ 村上　祐理  内田　佳奈

三浦学苑高 三浦学苑高 葉山中 南郷中 横須賀高 葉山中

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 ○ 小島　義之  吉村　元気  佐藤　遼一

平塚市役所 中郡陸協 國學院大 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

 原田　翔平  三木　聖斗  松村翔太郎  池　　知憲 △ 麻田　真実  永井　柚葉

中郡陸協 中郡陸協 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 ◎ 古澤　秀和  中崎　幹大 ○ 田中　健介 ○ 中崎　正大 △ 末廣　拓哉

中郡陸協 中郡陸協 松蔭大 慶應義塾大 鶴嶺高

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

△ 磯部祥一郎 △ 橘川　　蓮  小坂　太我  小早川寛人 △ 石附　千尋  小又ゆり子

秦野高 二宮高 二宮中 浜岳中 茅ヶ崎北陵高 二宮中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

西山　博正 ◎ 蛭田　涼介  北　　重治  鈴木　光一  日置　信和  長谷川　裕

○　東海ＡＣ ハートブレイク 高座郡陸協 日本精工 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

 藤村　哲治 △ 渡邊　晴樹  佐伯　尚哉  鈴木　輝哉  矢澤　　結  増子　梨華

JX金属倉見 藤沢翔陵高 旭が丘中 旭が丘中 旭が丘中 旭が丘中

＜20 葉山町＞ 

  2 時間 50 分をきって、葉山町記録を更新 町村の部の王座奪還 

 

 

 

 

 

 

 

社会人ランナーの永津和哉選手がチームに復帰し、チームの層が厚くなった。川村駿吾選手の10 回出場に花を添

えられる結果を出せるよう、チーム全員で組み立てていくレースにしたい。 

 
＜21 寒川町＞ 

  学生と社会人選手の団結でしっかりと襷をつなぎ、町村の部での上位入賞を目指します！ 

 

 

 

 

 

 

 

  秋から冬にかけて、より実力をつけてきた、5000m、15 分前半で走る２人の選手を中心にし、選手全員が昨年

12 月から本番前までの大会や厳しい合同練習会で養ってきた競技力と精神力を十分に発揮し、最後まで粘り強く走

り切るという意欲を持ち、町村の部での入賞を目指します。 
 

＜22 大磯町＞ 

  町村の部「３位入賞」を目指し、ベストを尽くします！ 

 

 

 

 

 

 

 

  大磯の山々と湘南の海風で鍛えた若くて元気な走りを地域の皆様にお見せできるように、選手とスタッフがチーム

一丸となって頑張ります。また、昨年の記録「２時間５５分５５秒」を上回れるようにベストを尽くしますので、沿

道の皆様のご声援よろしくお願いします。 
 

＜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３位以内を狙う。 

 

 

 

 

 

 

 

高校生・大学生を中心にした若いチーム編成を経験豊富なベテランがチームを引っ張る調和のとれたチームです。 

中学生も力を付けており、パワーを集結して「町村の部」３位以内を目指します。期待を込めたオレンジ色の襷を

かけて走る選手に注目を！ 



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  小川　智也  香川遼太郎 △ 丹羽　七海  内海　玲美

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 湘光中 湘光中 白鵬女子高 足柄上郡陸協

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 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

  水島　拓也 △ 飯山　恭充  本多　　駿  辻　　柊人 △ 後藤　桃香 　 柏木　愛子

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 松田中 松田中 西湘高 松田中

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  齊藤　亮介  瀬戸　竜介

平塚市陸協 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　中学男子 ０９　中学男子 １０　女子 １１　女子

 中戸川　敦 ○ 石田　貴久  梶　　寛和  小酒部泰暉 ○ 川口　美幸  杉本　美咲

足柄上郡陸協 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 ○ 吉野　広哲 △ 横山　和哉 △ 秋山　　忍 △ 吉野　知哲

足柄上郡陸協 横浜市立大 小田原城北工高 秦野高 秦野高

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

△ 古宮　正啓 △ 横山　瑛司  早田　大樹  山口由有人  上出魅優華  天野　美月

秦野曽屋高 西湘高 中井中 中井中 中井中 中井中

＜24 中井町＞ 

  襷をつなぎ、町村の部入賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

中井町チームは、一般の登録者が1 人しかいない、高校生・中学生を主体としたとても若いチームです。この若い

力で最終区まで襷をつなぐことを目標に、頑張っていきたいと思います。 
 

＜25 大井町＞ 

昨年、町村の部で３年連続優勝を果たしました。今年は４連覇を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

ベテラン選手と若手選手が一体となって日々練習を重ね、お互いに良い刺激を受け与えながら着実にレベルアップ

しています。豊かな自然環境に恵まれ、文化の香りたかい町『大井町』の代表選手として誇りを胸に抱き、抜群のチ

ームワークで先輩諸氏から受継いだ伝統の襷をゴールまでつなぎます。 

 
＜26 松田町＞ 

チームの力を合わせ、１つでも上の順位を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の最下位という悔しい結果にチーム全員が奮起し、練習に取り組んできました。当日は、１秒でも速く、１つ

でも上を目指すとともに松田町代表として走れることを誇りに思い、ゴールを目指します。 
 

＜27 山北町＞ 

  全力で走り切ります。 

 

 

 

 

 

 

 

1 秒でも記録を短縮できるよう、あきらめずに全員で相模湖を目指して走りたいと思います。 



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  瀬戸　幸正  羽原　輝晃  中野　大地 △ 小澤　勇斗

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 相洋高

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

△ 猪井　夢人 △ 木之下　集  諏訪　智哉  小島　　陸 △ 川又　　萌 △ 鈴木　彩友

相洋高 相洋高 文命中 文命中 東海大相模高 相洋高

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 △ 苅田　広野 △ 岩嵜　　誠  秋吉　　元 △ 細井　柊人

愛川町役場 光明相模原高 光明相模原高 愛甲郡陸協 湘南工大附高

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

△ 生方　勇気  浜田　　純  吉川　敦史  佐々木風河 △ 高橋　可鈴  菊地　　花

厚木北高 愛甲郡陸協 愛川中原中 愛川中原中 希望ケ丘高 愛川中原中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

小野寺貞雄  齋藤　健児 ◎ 川久保一浩 △ 鈴木　貴之 △ 田代　　進 △ 大泉　　奨

湘南RC 箱根町役場 小田原総合ビ高 二宮高 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

△ 岡田慶一朗 △ 越阪部隆成  黒澤　慎斗  海本　龍輝  鈴木　優栞  星　由姫乃

日大三島高 相洋高 箱根中 箱根中 箱根中 箱根中

＜28 開成町＞ 

  町村の部 3 位入賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

前回開成町は、町村の部で初めて６位入賞を果たしました。今年は、高校生が元気です。特に昨年出場しなかった

小澤勇斗選手は、見事に復調して1 月の全国都道府県対抗男子駅伝に出場しました。開成町に風が吹いています。勢

いのある高校生を中心に風の流れに乗ってさらに前進します。 
 

＜29 箱根町＞ 

  今年は、町村の部３位、総合１５位が目標です！！ 

スタッフを含めた箱根町の強いチーム力で頑張ります。 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、平均年齢１０代でチームが組めました。若いチームですが、昨年第１区区間賞の大泉を中心に若手が着実

に力をつけてきました。今年の目標は町村の部３位ですが、これを足がかりに３年以内に町村の部“優勝”を狙うチ

ーム作りを進めています。 
 

＜32 愛川町＞ 

  町村の部優勝を目指します！ 

 

 

 

 

 

 

 

今年の愛川町は、力のある高校生と伸び盛りの中学生が中心となり、その中に経験豊富な先輩を含めたチーム編成

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、７年ぶ

りの「町村の部優勝」を目指します。 


