
荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

43期生(2021年度生)

岩田和弥（浦島丘） 大髙岳士（万騎が原） 小野太廊（みたけ台） 甲斐璃月（鶴ケ峯） 加藤宙（橘）

熊田真宏（樽町） 斎藤誓良（中川西） 佐藤優大（茅ヶ崎） 関口勝琉（茅ケ崎） 豊田龍生（城郷）

仁谷颯二郎（樽町） 東谷優希（生麦） 樋村銀河（西中原） 牧嶋櫂利（新羽） 松下真宙（荏田南）

山﨑脩生（緑が丘）

石橋那七海（田奈） 内野麻衣（本宿） 大久保希菜（大道） 小林ほのか（塚越） 清水一花（北の台）

福島菜々子（田奈） 堀涼香（上永谷） 山崎夏美（山内）

42期生(2020年度生)

池永匠真（御幸） 石垣幸之助（菅生） 出原綜真（中川西） 菊水秀仁（寺尾） 小池真ノ介（樽町）

小島昇陽（緑が丘） 斉藤綺希（矢向） 斎藤大樹（旭北） ◎佐々木琢磨（あかね台） 佐々木雄也（瀬谷）

佐藤篤哉（東橘） 清水光聖（末吉） 多和秀星（宮前平） 冨田颯斗（緑が丘） 中村陸人（都田）

南部裕紀（あかね台） 服部智也（野川） 平田勇也（新田） 深野大地（上鶴間） 布施輝多（宮前平）

古林優翔（宮前平） 保坂崚雅（市ヶ尾） 松本倖宜（末吉） 向井陸真（川中島） 山岡航汰（すすき野）

○石井桜子 浦山陽奈子（茅ヶ崎） 信櫻翠（岡津） ◎柴﨑小春（日吉台） 眞貝梨子（六角橋）

戸川綺良々（東高津） 鳴海星愛（東山田） 服部秋（大綱） 松永鮎実（菅田） 緑川いづみ（左近山）

41期生(2019年度生)

青木聖弥（東山田） 秋田谷藍（宮内） 阿久津翔（平楽） 伊賀翼（有馬） 石川海斗（都田）

石渡和大（野川） ◎井上理仁（茅ケ崎） 大野響也（中川西） 加賀妻彬（東山田） 加藤愛翔（下瀬谷）

高口慶音（あざみ野） 高橋慧伍（六ツ川） 瀧村凌（有馬） 角田翔馬（上菅田） 中返稜輔（菅生）

長間琉（都田） 根本恭一郎（中山） 堀池一颯（中和田） 松田龍弥（領家） 山田倖之介（都田）

山本隆弘（東橘）

浅見和香（十日市場） ○阿部奈々恵（荏田南） ◎荒井麻那（寺尾） 大湊唯（柿生） 奥野日和（保土ケ谷）

加藤藍羅（南林間） ○鎌田彩衣（稲田） 木原夢芽（川和） 高柳百合花（向丘） 野口菜月（宮前平）

橋詰奏美（西中原） 福島由季（上永谷） 三木朱璃（茅ケ崎）

40期生(2018年度生)

井野駿也（西中原） 岩下勇斗（つきみ野） 関口慧（中川） 田中裕也（田奈） 長堀航平（名瀬）

中村星南（菅生） 日比野仁平（六角橋） 平井蒼馬（向丘） 廣井瑞輝（中山） ◎渡邊大真（有馬）

○池永鈴（青葉台） 遠藤あみ（田奈） 岡琴音（根岸） 小笠原怜海（茅ヶ崎） 川口乃愛（引地台）

北澤果歩（山内） 久保田詩織（田奈） 小林真知香（保土ヶ谷） ○銀木あずさ（白鳥） 鈴木愛海（高田）

◎高須実来（十日市場） 保科朱里（山内） 保谷叶笑（久里浜） 前原由佳（北の台） ○村上紅緒（高田）

宮崎リサ（御幸） 油井まるか（緑が丘） ○横田美音（野川）

顧問：深谷昌昭

顧問：深谷昌昭

顧問：深谷昌昭

顧問：内藤篤史、木村明哲→顧問：深谷昌昭
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

39期生(2017年度生)

相原聡太（上鶴間） 池野優輝（菅田） 上村柊斗（東山田） 大口空（枡形） 岡崎唯人（座間東）

緒方翔一（南林間） 可児亮太（あざみ野） 小杉優作（すすき野） 兒玉隼（日吉台） 近藤琢磨（早渕）

齋藤桂樹（上菅田） 宍戸優樹（茅ヶ崎） 白浜駿（市場） 髭内靖茂（荏田南） 畠中智章（港南）

日山太陽（保土ヶ谷） 松田響（霧が丘義務教育） ◎望月三綺（十日市場） 湯瀨未栞（山内）

阿部杏南（山内） 佐藤芽生（川和） 田中真優（上の宮） 奈良澤舞香（緑が丘） ◎西場美月（菅田）

林寿々加（宮崎） 平岡瑠奈（万騎が原） 三上佑実（宮前平） 渡邉葉月（上菅田）

38期生(2016年度生)

飯村響（野川） ◎加瀬歩斗（山内） 加藤雅樹（浦島丘） 金田太一（中山） 児玉翔冴（東山田）

小山光希（金沢） 下山真生（座間東） 関口尚暉（宮田） 高山晃大（新町） 田辺ベルク（山内）

富永俊輔（緑が丘） 林陣太（茅ヶ崎） 林陵太（藤沢） 三宅隆生（西生田） 森江健吾（都田）

山口朝（六角橋） 山田幸亜（篠原） 和内秀龍（緑が丘） 渡邊在人（港南台）

内田菜々子（中野島） 岡部花奈美（生麦） 佐藤真柚（汐見台） 島津千咲（白鳥） 高野有菜（宮内）

○冨樫里咲（早渕） 茅野珠理（西中原） 中野美咲（早渕） 福嶋紗楽（茅ヶ崎） 福嶋摩耶（茅ヶ崎）

○渡会春華（野川）

37期生(2015年度生)

荒木淳希(座間西) 池田亮太(座間) 石田直也(上菅田) 江崎佑(港南) 尾上凌太(美しが丘)

柿沼芳(平楽) ◎川上明日麻(稲田) 川村颯哉(高田) 越一真(老松) 小島秀人(鶴ヶ峯)

後藤優弥(金沢) 小松英知(汐見台) 佐藤優太(有馬) 鈴木喬介(山内) 祖父江柾志(あかね台)

富田直行(旭) 井智嗣(樽町) 名取拓十(田奈) 西川啓太(川和) 藤田浩志(高田)

水谷仁(有馬) 宮本悠一(橘) 望月衣波(六角橋) 谷ツ田柚希(十日市場) 山崎拓真(つきみ野)

渡邊美月(川和) 渡邊充(つきみ野)

青木茉広(茅ヶ崎) 穐山友理(山内) 井出妃南(金沢) 岩見来未(海老名) 〇太田原海優(つきみ野)

大谷菜南子(白鳥) 楠本菜々子(川和) ◎小池真菜美(樽町) 〇小林野乃花(茅ヶ崎) 高山百合香(岡津)

沼田心(田奈) 芳賀有紗(あかね台) 林里咲(中川西) 平井日陽(向丘) 藤田未来(宮前平)

前田柚奈(西谷) 油井あまね(緑が丘)

36期生(2014年度生)

明山幹人(六角橋) 安齋秀人(瀬谷) 池田真輝(奈良) 江島雅紀(錦台) 大野晟斗(十日市場)

沖根蓮(西谷) 小倉侑也(高津) 亀井勇希(緑が丘) 久保田颯(十日市場) 黒澤隼太(奈良)

後藤麗人(川和) 斎藤優太(緑が丘) 斉藤裕也(野川) 佐藤匠(渋沢) 柴本洋輔(東山田)

鈴木伊吹(永田) 高橋来唯(西谷) 田友基(万騎が原) 永石晴紀(寺尾) 西元海斗(あかね台)

濱野冬杜(西原) 桝田健矢(奈良) 松木天佑(鶴ヶ峰) 丸田淳貴(旭) 武藤潤(相模)

桃野裕稀(寺尾) ◎山崎和真(樽町) 脇田大地(上の宮)

岩野奈々穂(岡津) 久保田かえで(西谷) 久保田みずき(西谷) 多田萌華(田島) 田中未波(上永谷)

田部日菜子(旭) 西山美月(上の宮) 古正凪沙(犬蔵) 牧野結衣(保土ヶ谷) 松本優花(緑が丘)

〇御影望美(あかね台) ◎本村佳織(山内) 山本紗也果(中川) 山脇琴音(浦島岡)

顧問：内藤篤史、木村明哲

顧問：内藤篤史、木村明哲→顧問：深谷昌昭

顧問：内藤篤史

顧問：内藤篤史
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

35期生(2013年度生)

荒川翔伍(手広) 磯山一樹(六角橋) 伊藤颯人(中山) 大久保公彦(緑が丘) 大嶋健佑(松林)

大西優人(港南) 大藤駿哉(生麦) 岡村綾磨(錦台) 岡本晋太郎(水上) 織茂雄一郎(高田)

加藤龍哉(引地台) 神崎紘生(上菅田) ◎岸下慎吾(川和) 佐藤威安(川崎長沢) 須田遼平(あかね台)

関根涼(東林) 仙頭卓馬(神奈川) 寺園聖(上菅田) 仲築間周平(旭) 中村蒼(日吉台)

中村巧(保土ヶ谷) 東寛人(十日市場) 藤原息吹(西生田) 藤原諒太(田島) 渡邉健人(上菅田)

明石菜穂(田奈) 安斉あゆ美(松林) ○池田佳歩(高津) ◎井上里咲(茅ヶ崎) 浦山佳奈子(茅ヶ崎)

小川花奈(茅ヶ崎) 柏木千果(樽町) 釜田燦子(川崎長沢) 木下友梨菜(永田) 斎藤優香(山内)

佐藤成葉(渋谷) 関口紗梨(宮田) 根本果歩(茅ヶ崎) 本田奏恵(万騎が原) 松村彩可(大綱)

森谷杏奈(座間) 山﨑ひなた(稲田) 和内香樹(緑が丘)

34期生(2012年度生)

荒田晃宏(南菅) 飯島翔平(万騎が原) 岩間健人(川和) 江島大樹(錦台) 要将大(西高津)

金子大輝(菅) 鎌田大寿(六角橋) 川越宏臣(川和) 木下楓也(万騎が原) 佐々木碧惟(茅ヶ崎)

鹿間大貴(菅田) 白木隼人(緑が丘) 新宮僚太(軽井沢) 鈴木笙(生田) 住田裕輔(六角橋)

棚田晃平(東) 平出竜暉(菅) 福田健人(相模) 福谷龍也(戸塚) 真崎浩一(田奈)

望月文太(十日市場) 谷田部輝恵(南希望ヶ丘) ◎柳澤秀斗(川和) 山本和真(保土ヶ谷) 若林友晶(緑が丘)

上野日花里(川和) 大久保明奈(山内) 大平茉里奈(都田) 加藤有沙(万騎が原) 金子夢(菅生)

河出佑実子(相模) ◎小西真貴(山内) 小松崎泉(東橘) 佐藤茜(あかね台) 高下郁香(つきみ野)

沼山莉穂(茅ヶ崎) 八木樹(南林間)

33期生(2011年度生)

◎伊東武紘(佐野・大阪) 今村海斗(宮前平) 植田一貴(綾北) 小野一馬(いずみ野) 加藤大貴(茅ヶ崎)

加藤智弘(旭北) 鎌田陸(茅ヶ崎) 川村一希(田奈) 岸豪太(西中原) 岸谷健太郎(田奈)

北方海冬(田奈) 越川達矢(金沢) 佐野光(万騎が原) 座間孝尚(都田) 財部大也(上菅田)

橘康貴(川和) 西山尚宏(菅) 疋田翔馬(中川) 牧野貴壮(菅) 増田大樹(羊丘)

森下尋斗(田奈) 森原真(金沢) 山内優希(旭北) 山崎亮(橘) 横山智哉(潮田)

梅田麗花(宮前平) 柏悠夏(都田) 蟹谷有紀(宮前平) 熊谷樹里(万騎が原) 小島莉央(保土ヶ谷)

佐藤優莉愛(田奈) 白石愛佳(金沢) 高橋花穂(高田) 中川杏理(永田) 西村ありさ(稲田)

◎福島江里菜(西中原) 本田彩花(万騎が原) 森田香織(保土ヶ谷) 森田詩織(保土ヶ谷)

32期生(2010年度生)

曾田徳哉(旭北) 相場康平(田奈) 荒井世弥(岩崎) 飯間建太(十日市場) 池田丈

石田祐樹(光丘) 大久保翔平(山内) 大野颯斗(十日市場) 岡部優雅(上菅田) 葛西流雲(潮田)

佐藤崇弘(藤の木) 竹辺将太(川崎有馬) 長谷川丈也(川崎有馬) 濱田竜輔(田奈) 濱野優太(西中原)

早川正悟(左近山) 平野裕樹(西中原) 松木拓也(今宿) 三浦真之(茅ヶ崎) 溝田拓也(日吉台)

森田竜馬(金沢) ◎柳沼俊平(荏田南) 山崎拓也(高田) 渡部毅(老松) 笹尾祐太(藤山・山口)

大野夏実(六角橋) 岡本早生(中央) 木田喜愛(すすき野) 小林真由(鵠沼) 高橋誉実(西谷)

田中香(向丘) 西由希菜(座間東) ◎三宅奈々絵(光丘) 向坂優衣(岩崎) 山中彩愛(奈良)

顧問：内藤篤史、山岸晃

顧問：内藤篤史

顧問：内藤篤史

顧問：酒井祐輔→顧問：内藤篤史
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

31期生(2009年度生)

阿部隼也(十日市場) 有田海都(上菅田) 五十嵐惇(万騎が原) 池田幸博(橘) 遠藤佳(田奈)

太田誠志郎(上菅田) 春日隆一(大野南) 工藤憲治(城郷) 楠将史(日吉台) 榊原希海(南希望ヶ丘)

田原寛也(万騎が原) 土屋裕太(青葉台) 沼田通和(厚木) ◎松浦寛樹(相武台) 栁沼寿弥(旭北)

柳瀬悟(西谷) 山川喬平(橘) 吉田賢汰(旭北)

青木綾香(南希望ヶ丘) 石川奈津実(岡津) 高橋真以(高田) 田中美樹(緑が丘) 東結夏(旭北)

◎松田百菜美(南希望ヶ丘) 吉澤咲(田奈)

30期生(2008年度生)

荒井匠(十日市場) 伊藤崇之 笠原瑛佑 片岡大地 門川弦太

川口俊哉 岸田武 幸田剛史(南林間) ◎柴田宏樹(下福田) 荘司遼

杉浦衆 鈴木友也 鷲見大 竹内喜孝 立田賢司

新川剛史 二本柳佑磨(東鴨居) 橋本隼(下福田) 宮本季祈 望月一樹(十日市場)

渡辺直人(潮田)

青木晴香 秋葉史子 ◎小野眞由 菅原優香 鶴田朋子

長谷川美里(宮田) 平井杏奈 吉田菜摘(相模) 吉野千裕(下福田) 鷲野愛未

29期生(2007年度生)

飯島一樹(霧が丘) 石井尚貴(東橘) 石渡嘉将(岡津) 蝦名慶行(相模丘) 岡本拓也(保土ヶ谷)

小河俊一(橘) 久高将広(潮田) 高津原隼人(柿生) ◎小園大地(十日市場) 齋藤勝慶(茅ヶ崎)

土岐泰徳(潮田) 長谷川佳汰(十日市場) 早川潤(上菅田) 増田尋(金沢) 松平伊織(大綱)

嶺岸拓磨(東橘) 三宅一輝(金程) 矢島光明(橘) 湯浅貴樹(上和田) 吉澤巧美(橘)

相田智美(鶴間) 江良祥子(あざみ野) 大箸恵理香(東山田) 加藤亜美(六ッ川) 功刀尚子(菅田)

河野樹菜(川和) 銭谷めぐみ(横国大附) 内藤世奈(向丘) 細山佳那(小淵沢) ◎宮本紀澄(川和)

28期生(2006年度生)

伊藤洋亮(湘洋) 江口和樹(つきみ野) 大川郁真(泉が丘) 大久保伊崇(宮前平) 金房勇太(橘)

高良龍瞳(十日市場) 小園英志(十日市場) 櫻田悠(茅ヶ崎) 瀬能誠(潮田) 清谷公紀(田奈)

高橋正秀(引地台) 中山弘稀(芹が谷) 林和樹(茅ヶ崎) 松下啓之(緑が丘) 松谷遼(中川西)

宮山大輝(菅田) 山口大輔(田奈) ◎山本雄貴(大綱)

植竹美早紀(菅田) ◎大塚亜沙美(菅田) 大橋由季(六角橋) 川島千都瀬(上白根) 窪田蓉子(菅田)

洪真央(神奈川朝鮮) 清水菜生(田奈) 重松彩美(緑が丘) 助田三月(向丘) 高橋美津季(神奈川)

寺本恵(中山) 星あゆみ(隼人) 水戸部愛(十日市場) 山田ほのか(中山)

顧問：酒井祐輔→顧問：内藤篤史

顧問：酒井祐輔、土井義浩

顧問：酒井祐輔、土井義浩

顧問：酒井祐輔、土井義浩
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

27期生(2005年度生)

石川裕介(岡津) 石渕大樹(金沢) 岸健司(東林) 小山悦史(茅ヶ崎) 関健太(北犬飼)

高木翔(十日市場) 玉置広海(内出) 田村健太郎(田奈) 飛永泰佑(荏田南) ◎二本柳裕(東鴨居)

水戸政明(中山) 横田晃(十日市場) 吉住房樹(大綱) 若杉恵夢(座間)

上野瑞穂(橘) 小倉久瑠美(犬蔵) 河野三保(城郷) 小寺ちひろ(上菅田) ○佐野沙代子(高津)

須田恵子(高津) 曽根梓(光が丘) ◎千葉あずさ(市場) 西田千紘(相模) 村山玲(中山)

山内悠希衣(中川) 吉澤由佳(中川西)

26期生(2004年度生)

安部友輝(田奈) 新田龍宏(茅ヶ崎) 五十嵐祐太(引地台) 井上未波(六角橋) 加藤裕也(菅田)

後藤卓也(田奈) 櫻田翔(茅ヶ崎) ◎鈴木雄大(西中原) 野口修平(岡津) 野原大樹(山内)

福山高志(宮前平) 吉田竜也(茅ヶ崎)

天川美帆(大綱) 臼井美祐貴(青葉台) 加藤舞衣(共和) 腰越絵梨(すすき野) 須磨加奈江(すすき野)

土屋千怜(樽町) ◎樋川葵(愛川中原) 福原舞(つきみ野) 渡邊あかね(湘洋)

25期生(2003年度生)

遠藤拓也(菅田) 大野雅淑(南瀬谷) 海藤淳(引地台) 菊地達也(茅ヶ崎) 鈴木孝明(長野旭中)

◎関野邦王(十日市場) 常盤龍平(大綱) 長崎誠(茅ヶ崎) 長野裕樹(十日市場) 西山修平(菅田)

平城幸大(豊中十一) 藤塚亮(光が丘) 松永功(中山) 渡邉誠(鶴間)

阿久津望未(本牧) 幸喜加奈恵(光が丘) 俵谷葵(日吉台) ◎鶴田有紀(中山) 新井田未来(浜)

渡辺恵(野川) 渡部沙ゆ里(玉川)

24期生(2002年度生)

◎沼倉計太(菅) 江川昂志(中山) 岸佳介(中山) 小池春彌(上の宮) 佐分慎弥(白鳥)

白石淳也(荏田南) 鈴木崇義(中川) 武田勇矢(田奈) 羽田健一郎(田奈) 早川京吾(すすき野)

松岡瑠以(橘) 松前克俊(金沢) 丸山貴弘(上の宮) 山岸晃(高田) 小倉真澄(光が丘)

佐藤誠明(引地台) 鈴木佳太(西高津)

◎佐藤由紀子(上永谷) 大久保奈美(十日市場) 小西美沙(上永谷) 佐藤文(井田) 田島亜衣(美しが丘)

渡辺真弥(宮田) 鈴木理紗(野川) 田中優(東林) 廣川小織(浜) 松下佑美(つきみ野)

○酒井絢(中山) ○下山美穂(丸山台)

23期生(2001年度生)

◎三浦裕太(鴨居) 西山恭平(菅田) 板垣光英(万騎が原) 梶田洋平(中川西) 小林辰也(西高津)

杉田健太(万騎が原) 野村浩二(上の宮) 松本幹朗(六角橋) 渡辺剛(野川) 粟野竜二(野川)

荒井佳孝(十日市場) 新田尚也(茅ヶ崎)

◎大石響子(荏田南) 海藤真美(引地台) 斉藤幸子(田奈) 塩田恵里(中山) 常世田衣未(宮田)

菊地友貴(奈良) 石川未来(中川西) 井上みのり(六角橋) 北本絢子(中山) 吉田麻衣子(茅ヶ崎)

○山崎加代子(若葉台西) ○日野友美(十日市場)

顧問：酒井祐輔、熊谷芳郎

顧問：酒井祐輔、熊谷芳郎

顧問：酒井祐輔、土井義浩

顧問：酒井祐輔、土井義浩

顧問：酒井祐輔、土井義浩
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

22期生(2000年度生)

◎小林春樹(菅田) 荒井慧真(茅ヶ崎) 川上歴(川和) 羽毛田昂毅(中川西) 勝野晃介(もえぎ野)

◎安達麻衣子(岩崎) 大川香(引地台) 大川都(引地台) 太田智子(鴨居) 小島絵梨(中川西)

能登直子(十日市場) 吉川美香(麻溝台) ○篠崎佑華(若葉台西)

21期生(1999年度生)

◎小堀正人(都田) 福井良寛(川和) 古矢将人(十日市場) 森優(菅田) 若松海(中原)

富張裕紀(十日市場) 古賀詳得(中原)

飯塚春奈(西高津) 今利紗紀(万騎が原) 大見万里恵(谷本) 高橋寿恵(有馬) 内藤鼓(塚越)

岩崎由起(十日市場) 谷野ゆかり(上菅田)

20期生(1998年度生)

◎桑代貴史(引地台) 中川匠(塚越) 市川剛(霧が丘) 金子忠司(奈良) 蒲池貴久(山内)

沢田朋輝(つきみ野) 土谷宗玄(田奈) 中井康司(荏田南) 中井裕司(荏田南) 尾引徹朗(岩崎)

岩崎大介(十日市場) 滝本宏紀(川和)

◎伊藤睦(西高津) 青木奈央美(大清水) 岩岡瞳(中山) 藤原あすか(鴨居) 三浦麻紀子(大綱)

鈴切愛(東野) 中村ひかる(菅生) 宮野藍(橘) ○嘉味田藍(茅ヶ崎) ○鈴切優(東野)

19期生(1997年度生)

◎佐藤泰裕(御所見) 久保田啓司(田奈) 土田真吾(菅田) 森田裕司(谷本) 吉中光(荏田南)

石垣雄士(東鴨居) 中村健一(六ッ川) 山田信一(都田)

◎柳下摩耶(鴨居) 磯貝恵子(中山) 岩谷智恵(谷口) 大河内智未(鴨志田) 善見聖子(万騎が原)

○石田千里(中山)

18期生(1996年度生)

◎桜井一真(都田) 町田将一(つきみ野) 神崎洋輔(大清水) 増山稔(すすき野) 熱海恭平(大野北)

小川政信(大野北) 比嘉満(山内)

◎小口恵理子(もえぎ野) 村上佳子(南希望が丘) 水留美波(上白根) 渋谷知佳(つきみ野) ○遠藤充代(もえぎ野)

17期生(1995年度生)

◎中村正(南が丘) 井形邦雄(つきみ野) 加藤寛(東林) 杉崎納央也(霧が丘) 鈴木陽(茅ヶ崎)

吉野剛史(荏田南) 細野松宏(都田) 尾引孝成(岩崎) 栗田雅章(荏田南) 堀江潤(中山)

◎深見佳代(若葉台西) 上原香(西中原) 大舘美保(田奈) 佐藤雅美(御所見) 宮野わかば(橘)

森上綾(若葉台東) 山口友子(東林) 平田雅子(神奈川) 相原明子(御所見) 西島貴子(あざみ野)

井上雅子(茅ヶ崎) 田辺絵美(霧が丘)

顧問：酒井祐輔、熊谷芳郎

顧問：神藤昭嘉→顧問：酒井祐輔

顧問：神藤昭嘉→顧問：酒井祐輔

顧問：神藤昭嘉、天野真一

顧問：神藤昭嘉、天野真一

顧問：神藤昭嘉
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

16期生(1994年度生)

◎東中屋篤(下福田) 市川晋也(十日市場) 金井成二(南が丘) 日向明(向丘) 岸剛史(鴨居)

久保田昌樹(田奈) 古谷昭洋(大野北)

◎石黒応貴(御所見) 柴田ふみ(田奈) 山内直子(田奈) 沓沢伸江(大谷) 斉藤文子(鶴ヶ峯)

佐藤愛子(成美学園女子) 設楽百合枝(大谷) 白鳥愛麗(相模) 吉田浩美(川和)

15期生(1993年度生)

◎冨永直行(十日市場) 盛智史(大野北) 大貫浩一(青葉台) 市川篤史(鴨居) 岡本篤史(渋谷)

◎幸喜亜紀子(睦合東) 本間隆子(有馬) 岩崎菜穂子(鴨居) 小野直子(あざみ野) 工藤円(荏田南)

小金井麻衣子(奈良) 鈴木涼子(相武台) 高岡ちあき(茅ヶ崎) 川崎智佳子(南が丘) 伊藤桂菜子(汲沢)

稲葉あゆみ(成瀬) 木村紀子(成瀬) 小鹿亜希子(樽町) 関根夕穂(東鴨居) 竹井範子(城山)

藤井芳佳(もえぎ野) ○川辺綾子(茅ヶ崎)

14期生(1992年度生)

◎細井政宏(宮前平) 長野智乃(宮崎台) 阿江智則(川和) 渋谷公一(都田) 滝口基久(青葉台)

中島伸一郎(あざみ野) 藤松憲介(荏田南) 持田貴裕(緑が丘) 吉川真一(田奈) 恩田雅樹(渋谷)

嶋田玄太(鴨居)

◎山本睦子(青葉台) 植村寿香(南希望が丘) 大崎麻美子(鴨居) 東海林美幸(青葉台) 中村貴代美

山形紀子(東) 高木麻由美(有馬) 綴喜樹里(高津) 沼田美香(今泉) ○塩野亜矢(田奈)

○黒田愛

13期生(1991年度生)

◎鈴木章玄(もえぎ野) 岩城潤(下福田) 伊藤和海(田奈) 加藤励一(鴨居) 鈴木万隆(青葉台)

吉野貴庸(荏田南) 山本貴政(渋谷) 安藤地平(東鴨居) 豊田重樹(山内)

◎花輪貴子(若葉台東) 阿部朋子(田名) 栗村幸恵(日吉台西) 鎌田陽子(十日市場) 内田智恵(今井)

川辺理恵子(青葉台) 坂本由花(睦合東) 鈴木里佳(引地台) 滝沢一美(松本) 野沢真紀(西生田)

福田さとか(谷本) 大屋浩子(南が丘) 大石智美(あざみ野) 本多かおり(上和田)

12期生(1990年度生)

◎増野誠一(下福田) 松下満(緑が丘) 相原裕史(柿生) 阿部真哉(霧が丘) 熊谷寿彦(奈良)

林秀行(日吉台) 丸山岳史(青葉台) 三橋正裕(鴨居) 坂巻圭一(高津) 高田玄(すすき野)

田貝英明(座間南) 正木基則(渋谷)

◎榎本一代(宮崎) 北井涼(原) 上田純子(もえぎ野) 河野智美(日吉台) 佐藤理奈(日吉台)

出口亜矢子(藤塚) 斉藤純代(藤塚) 中戸川優子(相模丘) 比留川南海(綾北) 三橋あや(藤塚)

○沢田優子(東鴨居) ○豊田美智子(もえぎ野)

顧問：神藤昭嘉

顧問：神藤昭嘉、天野真一

顧問：神藤昭嘉、天野真一

顧問：神藤昭嘉

顧問：神藤昭嘉

7/9



荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

11期生(1989年度生)

◎新川淳(緑が丘) 名田英典(南毛利) 渡辺良一(十日市場) 田島敬(谷本) 肥田直喜(川和)

岸野修(旭北) 福寿隆(霧が丘) 古川幸司(茅ヶ崎) 槙岡裕一(矢向)

◎小城瑞穂(綾北) 日橋三恵(つきみ野) 沼田真紀子(今井) 石山香住(成瀬) 塚本純子(宮前平)

石崎優子(綾北) ○及川晴代 ○丸山昌子

10期生(1988年度生)

◎下野浩二(万騎が原) 饗場祐介(日吉台) 阿久津将之(あざみ野) 荒井祐介(霧が丘) 小川泰典(霧が丘)

金田史郎(南菅) 白井慶次郎(鴨志田) 関原達也(中川) 田中了(寺尾) 中嶋亮(十日市場)

羽生純(新田) 福山敦夫(鴨居) 藤原康弘(中山) 丸岡真弥(鴨志田) 吉野茂(中川)

◎岡崎真理(万騎が原) 上甲玲(あざみ野)

9期生(1987年度生)

◎飯島理彰(万騎が原) 片山究(新羽) 上條敦史(万騎が原) 白橋数明(新田) 田畑茂(霧が丘)

山越弘安(鴨志田)

◎小林明子(松本) 東奈緒美(荏田南) 井上晴恵(宮前平) 宿利優香(すすき野) 田中久美(美しが丘)

禿いずみ(南希望が丘) 中村千春(瀬谷) 浜村裕子(田奈) 福本加奈子(秦野東) 福盛田由加(奈良)

村上千穂(新田)

8期生(1986年度生)

◎地葉博幸(渋谷) 井川俊之(つきみ野) 小野健次(鴨居) 小野裕之(つきみ野) 小島幸輔(緑が丘)

小林学(浦島丘) 近藤茅(つきみ野) 佐藤真一(鴨居) 高木義信(末吉) 中西充彦(緑が丘)

平沢勇二(城郷) 山本浩永(座間西) 山本慶浩(谷本)

◎芹田桜(大和) 板垣みさ子(日吉台) 坂倉佳子(新田) 牛島沢子(日吉台) 古賀仁子(成瀬)

島元美穂子(片瀬) 土谷麻美(万騎が原) 野村洋子(本郷) 古谷知子(鴨居) 師みゆき

7期生(1985年度生)

◎塚田和彦(都田) 市川宰(荏田南) 井上孝彦(市場) 大内浩嗣(美しが丘) 織裳浩二(鴨居)

風祭太(栗田谷) 川原孝尚(田奈) 小金井孝志(万騎が原) 佐々木伸幸(西中原) 斉藤哲(つきみ野)

鈴木優己(渋谷) 高野保(渋谷) 田中明(すすき野) 前田一郎(つきみ野) 村木督宏(鴨居)

◎小島多恵子(緑が丘) 天野香代子(松浪) 佐藤悦子(山内) 杉野真由美(みたけ台) 古川由里(鶴ヶ峰)

松田葉子(みたけ台)

顧問：神藤昭嘉

顧問：神藤昭嘉

顧問：小峰譲二→顧問：神藤昭嘉

顧問：小峰譲二→顧問：神藤昭嘉

顧問：小峰譲二
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荏田高陸上部　歴代部員
◎：主将、〇：マネージャー

6期生(1984年度生)

◎森井清(成瀬) 秋山登(上白根) 飯島治(万騎が原) 生江康夫(高津) 市川崇(山内)

井上肇(寺尾) 上畝地功(山内) 大串昌伸(西中原) 小竹忍(篠原) 小塚誠二(本郷)

樺澤幸成(浦島丘) 金城真幸(万騎が原) 黒田純(光が丘) 鈴木秀年(谷本) 二宮一弘(国府)

三塩剛志(宮前平) 山田武彦(十日市場)

◎川田里美(相模丘) 芦田麻美(篠原) 織茂由美(中川) 加藤好子(十日市場) 工藤真由美(光が丘)

小林美晴(有馬) ○斉藤郁(田奈) 根岸良枝(あざみ野)

5期生(1983年度生)

◎野津和久(万騎が原) 石川仁(本郷) 金子博雄(上和田) 神永博昭(玉川) 国久博(みたけ台)

小玉裕明(奈良) 田丸達己(もえぎ野) 中山菊夫(都田) 西山拓己(高津) 宮永賢一(末吉)

門間健一(名瀬)

◎田村有紀(緑が丘) 宇山めぐみ(上和田) 小山美和子(十日市場) 永島久美江(南希望が丘) 丸岡三智子(みたけ台)

八木沼千鶴(紫雲) 脇田明美(上の宮)

4期生(1982年度生)

◎松尾昌徳(西中原) 井上修二(西中原) 今井利彰(寺尾) 柿沼宏征(谷本) 佐々木進(光が丘)

銭谷満(西中原) 高木謙一(中川) 高橋耕造(田奈) 山崎守(十日市場) 渡辺重明(中山)

◎小田嶋ひとみ(万騎が原) 池田和美(日吉台西) 金田和子(中川) 川合美由喜(万騎が原) 熊谷小枝子(青葉台)

野崎美果(玉川) 藤村美枝(田奈) 水野圭子(光が丘)

3期生(1981年度生)

◎小野崎太(寺尾) 榎本祐一(御幸) 遠藤秀一(西中原) 菅野保英(中川) 鈴木孝昌(上の宮)

鈴木良(青葉台) 滝沢孝一(中川) 前康之(老松) 増田明彦(光が丘) 横溝猛(樽町)

◎樋口佳子(日吉台) 阿部由香(大綱) 岸上受里(高津) ○清藤優美子(名瀬) 塩澤裕子(川和)

○高橋眞貴子(樽町) 村島廣美(日吉台) 百瀬真由美(みやけ台) 山本滋子(篠原) 横溝頼子(樽町)

2期生(1980年度生)

◎福田孝(高津) 伊藤正彦(上の宮) 大西和幸(十日市場) 金光格(神奈川) 小林賢一(田奈)

塩見勇人(青葉台) 鈴木勉(西中原) 土肥智之(宮前平) 原田聡(樽町) 原田秀明(十日市場)

増山淳一(樽町)

◎山本多津子(光が丘) 小林さゆり(樽町) 小山弘子(樽町) 手嶋美穂(神奈川) 中村ひろみ(樽町)

那須睦(光が丘) 野原悦子(樽町) 三木佳奈美(南希望が丘) ○無量小路直子(樽町) 諸川真弓(西中原)

吉田光江(浦島丘) 和田陽子(西中原)

1期生(1979年度生)

◎小林伸一(樽町) 池谷稔(樽町) 小船賢一(樽町) 関根芳之(樽町) 高橋弘之(樽町)

山田和彦(田奈) 頼木直人(樽町)

◎原信子(篠原) ○栗原和子(田奈)

顧問：小峰譲二

顧問：小峰譲二

顧問：小峰譲二

顧問：小峰譲二

顧問：小峰譲二

顧問：小峰譲二
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