
 

★☆★☆ 参加３０チームの紹介 ☆★☆★ 
 

  

 

 

 

＜１ 横浜市＞ 
大会新記録で、大会 5 連覇を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

今年の横浜は、第90 回箱根駅伝大会に出場し、活躍した5 人の大学生（澤野、我那覇、上野、土屋、松田）を中

心に編成しました。全国大会出場経験豊富な選手がそろい、どの区間からでも勝負できます。また、昨年の大会出場

経験者が3 選手いるのも横浜の強みです。選手達の積極的な走りで、優勝はもちろん大会新記録もねらっていきます。  

 

＜２ 川崎市＞ 
川崎育ちの大学生･高校生･中学生のフレッシュな力で 19 回目の優勝を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

県中学駅伝・全国中学駅伝区間賞の神林（宮前平中）、都道府県駅伝メンバーの橋本（法政二高）・大谷（白鳥中）、

東日本女子駅伝メンバーの朝比奈（西中原中）に、箱根駅伝メンバーの濱野、加藤（ともに専修大）を加え、更にふ

るさと選手の佐藤（ユニクロ）ら社会人でまとめたチームです。 

２月の県央道を「川崎色」で躍動します。 

 
＜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（学連登録者）  △・・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

丸田　　巖 ○ 澤野　健史 ○ 我那覇和真 ○ 上野　大空 ○ 土屋　貴幸 ○ 松田　憲彦

専修大 神奈川大 専修大 東海大 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

◎ 富張　裕紀 △ 宮尾　佳輔  張替　翔平  篠崎　一輝 △ 古谷　　奏 △ 高野　涼夏

横浜市陸協 鶴見高 田奈中 平戸中 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

小出　敏之  吉田　　潤  藤松　利之  佐藤　貴大 ○ 加藤　　平 ◎ 濱野　優太

ＣＲＥＳＴ ＣＲＥＳＴ ユニクロ 専修大 ○　専修大

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

○ 櫛田　晃輔 △ 橋本　龍一  神林　勇太  石鍋　颯一  朝比奈亜妃乃  大谷菜南子

中央大 法政二高 宮前平中 宮前平中 西中原中 白鳥中

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 ◎ 高谷　将弘  竹内　俊樹 ○ 男澤　　諭 △ 星川賢二郎

相模原クラブ ＪＲ東日本 相模原市陸協 神奈川大 橋本高

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

△ 小町　昌矢 △ 辻田　拓真  髙﨑　　諒  高橋　祐哉 △ 赤坂よもぎ  今泉　葵歩

藤沢翔陵高 橋本高 相模原中等 新町中 元石川高 相模原旭中



＜４ 横須賀市＞ 
初優勝 

 

 

 

 

 

 

 

伸び盛りの大学生・高校生を中心としたチームです。支えてくれている方々への感謝の気持ちを忘れず、横須賀市

の代表というプライドを持って全力で駆け抜けます。 

 
＜５ 平塚市＞ 

「優勝」を意識しながら大会に向けて練習してきました。 

持てる力を出し切る「全力走」で結果はついてくると思います。 
 

 

 

 

 

 

 

  大学生や高校生が調子を上げてきています。特に日本体育大学の鈴木悠介と帝京大学の杉山連哉の２枚看板でチー

ムをけん引します。中学生も練習会で力をつけてきました。若さあふれる走りに応援よろしくお願いします。 

 

＜６ 鎌倉市＞ 
伸び盛りの高校生、大学生を中心に 10 位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

新生鎌倉を掲げ３年目を迎え、着実に若い芽が成長を遂げてきました。市として５年振りに箱根駅伝出場を果した

石井秀昂選手を前半に配し、県高校駅伝区間賞を獲得した尼子風斗選手で中盤の流れをつくり、経験豊富な社会人、

伸び盛りの大学生の力走により過去最高の走りを実現できる布陣が整いました。 

 
＜７ 藤沢市＞ 

３位以内 

 

 

 

 

 

 

 

今年のチームは、若手、中堅、ベテランとバランスよくチームが組めました。昨年の悔しさを晴らすべく、チーム

一丸となって戦っていきたいと思います。応援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

荒井　　峻 ◎ 木浪　　浩 ○ 近藤　賢太 ○ 髙沢　圭祐 ○ 小泉　雄揮 ○ 森　　夏樹

武山自衛隊ＲＣ 松蔭大 順天堂大 日本体育大 専修大

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 △ 秋澤　啓尚  加藤　直人 　 横山　佑羽 △ 遠藤　舞 △ 風間　梨沙

日本大 藤沢翔陵高 大津中 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

市川　　豊 ◎ 伊澤　　聡 ○ 鈴木　悠介 ○ 杉山　連哉 ○ 稲垣　秀平  細野　慈太

平塚市役所 日本体育大 帝京大 東海大 平塚市陸協

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

△ 横井　翔吾 △ 佐野　健人  南　　陽平  鈴木　誠朗 △ 小野　遥奈 △ 平沢　優果

相洋高 藤沢翔稜高 平塚中原中 平塚中原中 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

池田　克行 ◎ 石井　秀昂 ○ 丸山翔太郎  鈴木　　優 △ 尼子　風斗 △ 原田　啓悟

○　国士舘大 東京農業大 鎌倉市陸協 鎌倉学園高 大船高

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 △ 佐藤　　翼  根来　佑有  井上　雅貴  那須野友美 △ 櫻井　羅美

鎌倉学園高 藤沢翔陵高 手広中 深沢中 レジェンズ 藤沢西高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

田中　良範 ◎ 橘　　明徳  今村　　慧  三宅　雅大  皆倉　一馬 ○ 四方　祥雄

プレス工業 プレス工業 プレス工業 プレス工業 東京情報大

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

△ 藤江　千紘  田中　良範  伊藤　星南  佐々木達平 △ 山野　里緒  濱田　夏帆

湘南工科大附高 藤沢市役所 大庭中 湘洋中 藤沢西高 大庭中



＜８ 小田原市＞ 
前回大会２６年振りの２位になり、今年は更に選手層にも厚みを増した。優勝を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

昨年２位の成績がさらに選手を奮起させ、日々の練習も常に「かながわ駅伝」を意識し１年間練習を積めた。 

昨年から絶好調の斎藤選手、前回３区区間賞の権守選手、実業団で活躍したベテラン瀬戸選手ら社会人中心のチー

ムだが、高校駅伝で活躍した川口選手や女子のユニバ代表鈴木選手の活躍も期待され、昨年に続き常に先頭集団での

レース展開が期待できる。初優勝目指して小田原市チーム一丸となって頑張ります！  

 
＜９ 茅ヶ崎市＞ 

２年連続の３位入賞を上回ることを目標に襷を繋ぎます。 
 

 

 

 

 

 

 

茅ヶ崎市は、１１月の候補選手の選考から始まり１２月に中高生の合宿を行い、１月には練習会を何回も行います。 

今回も中学生から社会人まで個性豊かな選手が揃いました。選手たちは日ごろ各所属チームで活動していますが、年

に１度だけ「チーム茅ヶ崎」として、郷土そして自分の為に参加しています。選手一人ひとりがチームワークを力に

変えて、初優勝を目指して襷を繋ぎます。応援を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。 

 

 

 

 

 

 

 

世代が代わり、新しいメンバーが中心となってきました。チームの大黒柱である大久保を中心に序盤から上位を走

り、念願の１０位以内を目指していきます。 
 

＜11 三浦市＞ 

15 位以内 
 

 

 

 

 

 

 

今回も高校生を中心とした若いチーム編成となりました。2013 年・県高校総体 1500ｍにて、ワンツーフィニ

ッシュを飾った出口祐大（三浦学苑高校）と石井健登（鎌倉学園高校）を軸として１つでも上の順位でのゴールを目

指して、選手・スタッフが協力して臨みます。 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

安池　一公 ◎ 権守　竜也  瀬戸　智弘  斎藤　拓也  柏木　正嗣  岩本　祐樹

小田原市役所 小田原ＮＲ 小田原ＮＲ 小田原市陸協 小田原市陸協

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

△ 鈴木　開登 △ 川口　賢人  辻　　海里  鈴木　海斗 ○ 鈴木ひとみ △ 青木　綾理

相洋高 佐久長聖高 酒匂中 泉中 玉川大 西湘高

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 ◎ 川崎　健太 ○ 高梨　寛隆 ○ 櫻井　亮太  藪田　峻也

新電元工業 スズキ浜松AC 法政大 国士舘大 茅ヶ崎市陸協

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

○ 福澤　彩仁  横山　貴臣  鈴木　大海  城田悠紀也 ○ 矢澤あずみ △ 安斉あゆ美

国士舘大 平塚市役所 円蔵中 松林中 日本体育大 荏田高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

田部井健司 ◎ 大久保　圭 ○ 松井　洸介 ○ 野田　雄作 △ 杉浦　裕季 ○ 中西　正明

逗子市陸協 法政大 日本体育大 三浦学苑高 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

△ 中小路翔平 △ 河村　尚己  吉川　右門  潮村泰一郎 △ 飯野　汐音  長濱夕海香

山手学院高 横浜高 逗子開成中 逗子中 横須賀学院高 沼間中

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  深瀬　弘志 △ 石井　健登 △ 出口　祐大 △ 松崎　　蓮

警視庁 三浦市役所 鎌倉学園高 三浦学苑高 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

△ 五十嵐大己 △ 髙梨　龍斗  下里　走太  小川原聡人 △ 石渡　　瞳  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



＜12 秦野市＞ 
  上位入賞を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

秦野市チームは、かながわ駅伝に向けた強化選手による合同練習会を、土、日曜日、祝日等に昨年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＞ 

  入賞を目指して上位に食い込みたいと思っています。 

 

 

 

 

 

 

 

今年は大学生・高校生が多く、初めてのかながわ駅伝参加者が多くいます。若いチーム編成になりましたが、若さ

の中に中堅の経験豊かな選手が引っ張ることができる良いチームができあがっています。この雰囲気で昨年以上の成

績を目指していきます。 
 

＜14 大和市＞ 

６位入賞を目指す！  

 

 

 

 

 

 

 

チ―ムとしての練習を重ね、充実した練習のなかで築かれた力を生かし、安定した走力を発揮できるチ―ムである。

大会に新しい風を吹かせたい。 
 

＜15 伊勢原市＞ 

  目標、６位以内 

 

 

 

 

 

 

 

今年度のチームは、力のある大学生が中心となり、近年になく安定した走りで上位を狙える編成となりました。   

また、序盤での地元の声援を力にし、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

村上　道夫  鈴木　和成  佐藤  裕貴 ◎ 大澤　隼人  指宿  佑将  指宿  卓哉

秦野市役所 平塚市役所 秦野市陸協 秦野市役所 秦野市陸協

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

△ 栗原  昂平 △ 原　　由幸  矢嶋　祥伍  沼田　凪斗 △ 並河　実来  鈴木　愛理

東海大相模高 相洋高 鶴巻中 鶴巻中 秦野高 秦野西中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

浅野　益男 ◎ 中村　卓也  虻川　　岳 ○ 朝倉　和眞  阿部　将司 △ 阿部　祥生

相州健児 相州健児 静岡大 相州健児 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

△ 浅岡　祐希 △ 添田　智稀  山本　　燎  山谷　　祥 ○ 橋本　　萌  鶴森友佳子

厚木東高 秦野高 東名中 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

佐藤　東哉 ◎ 中村　亮平  五十嵐祐太 ○ 和地　祥太  宮下　康彦 ○ 平出　修也

湘南アスリート ＪＲ東日本 法政大 大和市陸協 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

△ 畑山　佳太 △ 松田　　光  笹井　南斗  高谷　海斗 △ 佐藤　成葉 △ 宮澤みなみ

弥栄高 藤沢翔陵高 光丘中 南林間中 荏田高 大和西高

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 ○ 高山　直哉  森山　将平 ○ 杉原　啓佑 ○ 鎌田　裕貴

伊勢原市陸協 神奈川大 伊勢原市陸協 学習院大 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

○ 江副　雄大 ○ 伊藤　佳正  飯澤　千翔  髙橋　大河 △ 川口みなみ  越地　悠菜

松蔭大 松蔭大 伊勢原中 山王中 厚木東高 山王中



＜16 海老名市＞ 

  スマイルランニングで 10 位以内を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

今回の海老名市チームは、経験豊富なメンバーとなり魂のあるチームにまとまり、走力アップとなりました。若い

メンバーも力のある選手ですので当日の走りに期待がもてます。一人ひとり与えられた区間を最後まで諦めず襷をつ

なぐことを心に誓っています。 

 
＜17 座間市＞ 

  ８位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

  昨年は過去座間市の最高順位である８位となることができました。本年度については、大学生が中心のメンバー構

成となりました。中学生も力をつけており、いい位置で２区につなげられると思われる。４区終了時点で一桁順位に

つけられれば、後半は粘りが心情の選手を配置しているので、目標である８位以上が見えてくる。 

 
＜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、大学生の若い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＞ 

粘りのある走りで、上位を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

ベテランと初出場とがバランスの取れたチーム編成となりました。                            

綾瀬市の代表として、記録と記憶に残る走りをします。力走する「綾瀬市チーム」に、ご声援をお願いします。 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

山﨑　和男  池田　　宏 ◎ 飯島　智志  小泉　　淳  亀子　浩靖 △ 斉藤　駿太

Ａ.Ｆ.Ａ.Ｃ 海老名市陸協 埼玉陸協 海老名市陸協 湘南工科大附高

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

○ 辻　　航平   渡邊　　廉  佐藤　巧実  村角　　唯  飯島百合枝

東京工業大 海西中 有馬中 有馬中 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 ◎ 岡田　健吾 ○ 和田　隆寛 △ 佐々木　捷 △ 石井　寛紀 △ 矢後　忠遵

○　慶応義塾大 芝浦工業大 山北高 湘南工科大附高 小田原城北工高

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

△ 金井　晴喜 △ 庄野　直弥  マレー星南  高橋　一輝 △ 杉村ひかり △ 米山　涼葉

秦野高 秦野高 足柄台中 足柄台中 相洋高 秦野高

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 ○ 金子　優作  柚木　孝之  東井　崇志

厚木市役所 ホンダ栃木 帝京大 綾瀬市陸協 海上自衛隊厚木

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

 内村　良二 △ 小林　広樹  鎌田　航生  早川　大樹  松尾美桜里  尾上　　凜

海上自衛隊厚木 大和高 綾瀬中 綾北中 北の台中 綾瀬中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

赤羽　孝秀 ◎ 松吉　洸紀 ○ 野村　雄一 ○ 小林　亨輔  武藤　聖人 △ 野中　悠生

○　神奈川大 帝京大 専修大 明治大同好会 駒場東邦高

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

△ 山本　裕二 ○ 飯田　勇希  土佐野　岬  中山　　悟 ○ 吉田　菜摘  大内　美優

湘南工科大附高 東京経済大 相模原中等 座間中 松蔭大 座間中



＜20 葉山町＞ 

  ２時間５０分０３秒の葉山町記録の更新 

６３回大会以降遠ざかっている『町村の部 優勝』 

 

 

 

 

 

 

 

前回大会、故障で出場回避した葉山町の大黒柱（川村駿吾）が復帰した。エースとしての貫禄の走りで、『町村の

部』での優勝を引き寄せたい。初出場を予定している内田佳奈も後半区間に勢いを与える走りで鮮烈デビューを果た

してくれるだろう。葉山の若手選手に夢と希望を与える『繰り上げなし』のレースにしたい。 

 
＜21 寒川町＞ 

  中学生と高校生の積極的な走りに期待し、町村の部での入賞を目指します！ 

 

 

 

 

 

 

 

  １２月から大会直前まで、定期的に合同練習会と記録会を重ね、選手の競技力とチームの団結力の向上を養ってき

ました。また、回りのスタッフも十分なサポート体制でこの大会に臨んできました。最後まで切磋琢磨し、関係者全

員の力の結晶が当日の大会に発揮できることを願っています。 
 

＜22 大磯町＞ 

  町村の部「上位入賞」を目指し、駆け抜けます！ 

 

 

 

 

 

 

 

  大磯の山々と湘南の潮風に鍛えられた、若手を中心にベテランをミックスしたバランスのとれたチーム編成で今大

会に挑みます。１月１９日に開催された第１９回全国男子駅伝でも活躍した若手２名を突破口に、積極的なレース展

開で過去の記録を上回る成績を残せるよう頑張りますので、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 位以内を狙います。 

 

 

 

 

 

 

 

中学生・高校生・大学生で編成されたチームです。選手の平均年齢は 16.4 歳と若いですが、いずれも先輩に負け

ず劣らずの力を身に付けています。持てるパワーを結集し、「町村の部」3 位以内を目指します。町民の期待を込め

た、オレンジの襷をかけて走る選手にご注目ください！  

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

水落　勝彦  永津　和哉 ◎ 川村　駿吾 ○ 内田　洋平 ○ 藤本　星夜 △ 吉田　大樹

三浦郡陸協 プレス工業 日本大 東京情報大 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

△ 阿部　智紀 △ 本間　達矢  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 立教大 三浦学苑高

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

二宮　孝好 ◎ 村本　洋介  平原　渉太  山谷　準也  関野　貴弘  原田　翔平

平塚市役所 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  松村翔太郎  渡邊　充塁  佐藤加津美  齋藤　凪沙

國學院大 藤沢翔陵高 大磯中 国府中 中郡陸協 大磯中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

丹澤　　卓 ◎ 田中　健介 〇 中崎　正大 △ 末廣　拓哉 △ 磯部祥一郎 △ 小坂　太我

○　松蔭大 慶應義塾大 鶴嶺高 秦野高 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

△ 原　　嘉賢 △ 橘川　佳祐  小早川寛人  小坂　友我 △ 近藤さな恵  楠原　　瞳

西湘高 藤沢西高 浜岳中 二宮中 平塚農高 二宮中

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

松野　茂雄 ◎ 蛭田　涼介  北　　重治  鈴木　光一  長谷川　裕 △ 渡邊　晴樹

高座郡陸協 ハートブレイク 高座郡陸協 高座郡陸協 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

△ 平中　達大 △ 笹嶋　一揮  栗田　一央  山﨑　泰都  矢澤　　結  関谷　夏海

厚木北高 湘南工科大附高 旭が丘中 旭が丘中 旭が丘中 旭が丘中



＜24 中井町＞ 

  若い力とチームワークで町村の部入賞を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

中井町チームは、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

をつなぎ、精一杯走り抜きます。 
 

＜25 大井町＞ 

町村の部「優勝」を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

経験豊富なベテラン選手と着実にレベルを上げている若手選手が一体となって日々練習を重ねてきました。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、昨年逃した町村の部「優勝」を目指して頑張り

ます。 

 
＜26 松田町＞ 

全員が全力を出し切り、昨年の順位を上回りたい。 

 

 

 

 

 

 

 

今年の松田町は、経験豊富なベテラン選手と競技経験のない高校生ランナーがチームを引っ張っています。昨年

12 月からの合同練習の成果を発揮し、当日は各選手が粘りの走りで相模湖を目指します。 
 

＜27 山北町＞ 

  最下位脱出 

 

 

 

 

 

 

 

若手とベテランのチーム構成となっています。若手はベテラン選手を見本に、又ベテラン選手は若手の若いエネル

ギーを得てチーム一丸となってタスキをつない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

武井　　智  大庭　弘明 ◎ 上木　高広 ○ 吉野　広哲  横山　和哉 △ 古宮　正啓

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 横浜市立大 東海ＡＣ 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

△ 横山　瑛司 △ 山口由有人  武井　昌之  長谷山　慧 △ 戸村　　愛  天野　美月

西湘高 御殿場西高 中井中 中井中 秦野高 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 ◎ 海老名俊彦  平野　泰輔  岩本　瑛吾  長谷川隆智  覚張　昌聴

足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 足柄上郡陸協 ＣＲＥＳＴ

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

△ 小川　智也  増川　茂雄  鈴木　冬威  茂川　大輝 △ 丹羽　七海  最上谷莉世

相洋高 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 ◎ 大舘　俊貴  早崎　英幸  内藤　寛孝  広瀬　　隆 △ 飯山　恭充

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

△ 中津川樹生 △ 渡辺　一志  諸星　　駿  大塚　要輔 △ 後藤　桃香  柏木　　渚

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 ◎ 齊藤　亮介  斎藤　　誠  森山　賢一  杉本　大輔 △ 松田　誠也

足柄上郡陸協 高砂香料 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

△ 本間　一喜  松澤　大輔  宮原　智治  松島　大貴 ○ 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



＜28 開成町＞ 

  町村の部 優勝を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

成長著しい中学生・高校生・大学生、安定感のある社会人、女子の高校生二人も昨年から更にレベルアップしてお

り、バランスのとれたチームになりました。エース小澤を中心に、前半から流れに乗り、粘り強く走りたいと思いま

す。 
 

＜29 箱根町＞ 

昨年以上の成績を目標にスタッフを含めたチームの強い絆で襷をつなぎ、町村の部１位、総合１５

位以内を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

経験豊富な選手と力をつけてきた若い選手と精一杯サポートするスタッフが一体となったチーム力が魅力のチーム

です。箱根の寒さにも負けないパワーで襷をつなぎ、チーム一丸となってゴールの相模湖公園まで駆け抜けます。 
 

＜32 愛川町＞ 

  町村の部優勝！  

 

 

 

 

 

 

 

前回大会で７年ぶりに町村の部優勝を遂げた「愛川町チーム」、今回も昨年のメンバーである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、町村の部連覇を目指

します。 

監督氏名 ０１　男子 ０２　男子 ０３　男子 ０４　男子 ０５　男子

辻村　　保 ◎ 井出　　收  一澤　信行  羽原　輝晃 ○ 小澤　勇斗  渡邉　大樹

足柄上郡陸協 富士ゼロックス 足柄上郡陸協 専修大 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

△ 猪井　夢人 △ 木之下　集  山田　泰輝  髙見澤健太 △ 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

小野寺貞雄  齋藤　健児 ◎ 川久保一浩  石井清加寿  田代　　進 △ 大泉　　奨

小田原ＮＲ 箱根町役場 平塚市役所 足柄下郡陸協 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  海本　龍輝  勝俣　航希 △ 嶋　　愛里  星　由姫乃

日大三島高 相洋高 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

井上　善一 ◎ 山口　優弥  平本　孝太  秋吉　　元 △ 苅田　広野 △ 岩嵜　　誠

愛川町役場 愛甲郡陸協 愛甲郡陸協 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

△ 細井　柊人 △ 奈良 　卓  吉川　敦史  中武　泰希  奥山萌依加  齋藤　結生

湘南工科大附高 向上高 愛川中原中 愛川中 愛川中 愛川中原中


