
1 山田 光良* 1970～1988 

2 高見 健二 1970～1984 八王子工業高校

3 小笠原 冨夫 1970～不明 橋野中学校

4 土橋 元成 * 1970～1976 八王子工業高校

5 関 久雄 1970～1970 佐久中学校

6 原 嘉則 ** 1970～1985 中央大学附属高校

7 榎戸 守 1970～1975 八王子第五中学校

8 渡辺 正英 1971～不明 黒石中学校

9 加々見 陽三 1971～1976 浅川中学校

10 細田 芳男 1971～1978 飯能高校

11 長島 弘正 1971～1972 西海学園高校

12 金子 幸司 1972～1983 元八王子中学校

13 藤井 輝美 1972～1980 府中工業高校

14 奥山 安 1972～1973 大月短大附属高校

15 土屋 勝 1972～1976 飯能高校

16 吉岡 豊 1972～不明 八王子高校

17 小島 優 1973～不明 工学院大学高校

18 山口 茂 ** 1973～1979 飯能高校

19 虎見 俊郎 1973～1978 保善高校

20 坂本 吉郎 1973～1973 大月短大附属高校

21 味沢 善朗 ** 1974～1992 大東文化大学

22 下辻 幸彦 1974～1979 保善高校

23 宮崎 慶喜 1974～1978 駒澤大学

24 田谷 信二 1975～1977 栃木農業高校

25 吉山 嘉一 1975～1976 昭和第一工業高校

26 宇津木 天 1975～1980 大月短大附属高校

27 宇津木 地 1975～1979 大月短大附属高校

28 伊藤 喜友 1975～1977 日本大学東北高校

29 須藤 明助 1975～1978 軽米高校

30 今釘 長敏 1976～1990 伊佐農林高校

31 入江田 吉文 1976～1978 鹿児島実業高校

32 渡辺 英雄 1976～1978 福島商業高校

33 友寄 景之 1976～1978 千歳丘高校

34 橋口 弘 1977～1984 大東文化大学

35 佐藤 克己 1977～1993 相原高校

36 酒井 勝充 ** 1978～ 増田高校

37 松山 三政 ** 1978～1993 名久井農業高校

38 鈴木 正人 1978～1981 相原高校

39 斎藤 五郎 1978～1982 若松商業高校

40 大宮 賢治 1980～1983 関東高校

41 阿久津 二三男 1980～1982 栃木農業高校

42 大木場 省一 1980～1984 伊佐農林高校

43 小林 浩美 1980～1981 坂下高校

44 佐藤 敏信 ** 1981～2008 増田高校

45 米山 泰 1981～1990 山梨農林高校

46 小川 隆夫 1981～1988 秩父農工高校

47 円谷 力雄 1982～1990 学法石川高校

48 井上 浩司 1982～1989 智辯学園高校

49 山片 朗 1983～1989 秩父農工高校

50 上田 仁 1984～1991 山梨農林高校

51 田辺 茂 1984～1987 埼玉栄高校

52 佐々木 篤 1984～1988 郡山北工業高校

53 丸山 公一 1985～1990 藤沢商業高校

54 石井 俊久 1986～1988 大東文化大学

55 本田 靖彦 1986～1994 岩瀬農業高校

56 小椋 守 1987～1994 田島高校

57 倉館 秀美 ** 1987～1990 三沢商業高校

58 増田 隆 1987～1990 藤沢商業高校

59 平田 浩二 1987～1998 鹿児島実業高校

60 藤倉 和彦 1988～1991 大曲高校

61 豊満 光明 1988～1990 志布志実業高校

62 竹内 節夫 1989～1993 東京理科大学

63 渋谷 智之 1989～1991 大曲高校

64 松尾 明彦 1989～1991 諫早商業高校

65 高田 勇二 1989～1990 山北高校

66 島村 直宏 1990～1990 日本大学

67 野村 勉 1990～1996 山梨学院大学

68 竹下 文彦 1990～1992 鹿児島実業高校

69 ウィリアム･コスゲイ 1990～1993 ケニア

70 アベル･ギセンバ 1990～1990 ケニア

71 コスマス･デティ 1990～1993 ケニア

72 出口 庄司 1991～1995 網走高校

73 島津 明弘 1991～1993 大津高校（熊本）

74 角 清八州 * 1991～ 東洋大学

75 山口 和政 1992～1994 日本大学

76 高野 和彦 1992～1997 山梨学院大学

77 中川西 浩二 1992～1996 岩瀬農業高校

78 金沢 孝一 1992～1997 岩瀬農業高校

79 大下 勝 1993～1996 市立船橋高校

80 藤村 和善 1993～1998 角館高校

81 エリック・ワイナイナ 1993～2006 ケニア

82 住谷 忠昭 1994～1996 鹿児島実業高校

83 川崎 光年 1994～1998 日本大学

84 宮田 修一 1994～1999 法政大学

No 氏名 在籍期間 出身校 No 氏名 在籍期間 出身校

全在籍者名簿



85 森崎 進也 1994～2001 名久井農業高校

86 迎 忠一 ** 1995～2020 学法石川高校

87 宮本 善史 1995～2001 亜細亜大学

88 磯松 大輔 ** 1996～2021 法政大学

89 石森 俊介 1997～2000 東北高校

90 小澤 希久雄 ** 1997～ 東洋大学

91 奥脇 州一 1998～1999 法政大学

92 松宮 祐行 1998～2013 花輪高校

93 松宮 隆行 1998～2015 花輪高校

94 高嶋 康司 1998～2002 神奈川大学

95 大島 唯司 * 1999～2013 亜細亜大学

96 ジョン・ムリィリィ 1999～2000 ケニア

97 酒井 俊幸 1999～2005 東洋大学

98 藤巻 耕太 1999～2003 法政大学

99 ザカヨ・ガソ 2000～2003 ケニア

100 坪田 智夫 2000～2014 法政大学

101 園 吉洋 2001～2003 米沢工業高校

102 鍋城 邦一 2001～2004 札幌日本大学高校

103 高橋 正仁 2002～2006 駒澤大学

104 谷川 嘉朗 2002～2008 帝京大学

105 前田 和之 2002～2010 亜細亜大学

106 太田 崇 2003～2011 札幌学院大学

107 サムエル・ムツリ 2003～2006 ケニア

108 米田 尚人 2003～2012 東海大学

109 山田 絋之 2005～2012 日本体育大学

110 池永 和樹 2006～2014 中央大学

111 下重 正樹 2006～2014 日本大学

112 中井 祥太 2006～2009 東海大学

113 サミー・アレックス 2007～2008 ケニア

114 ジョセフ・ムワニキ 2007～2010 ケニア

115 黒﨑 拓克 2008～2016 東洋大学

116 新田 良太郎 2008～2016 東北高校

117 山本 浩之** 2009～2023 東洋大学

118 宇賀地 強 ** 2010～ 駒澤大学

119 ポール・クイラ 2010～2019 仙台育英学園高校

120 サムエル・カリウキ 2010 ケニア

121 ジョンソン・キウバニ 2011～2013 ケニア

122 野口 拓也** 2011～ 日本体育大学

123 谷川 智浩** 2011～ 拓殖大学

124 伊藤 正樹 2012～2017 国士舘大学

125 真家 尚 2012～2015 拓殖大学

126 撹上 宏光 2013～2016 駒澤大学

127 菊地 賢人 2013～2022 明治大学

128 小板橋 天斗 2013～2017 花輪高校

129 小板橋 海渡 2013～2017 花輪高校

130 井上 洋平 * 2013～2022 中央大学

131 設楽 啓太 2014～2017 東洋大学

132 サムエル・ムワンギ 2014～2020 ケニア

133 西池 和人 2015～2022 法政大学

134 神野 大地 2016～2018 青山学院大学

135 長谷川 令 2016～2019 豊川高校

136 蜂須賀 源 2017～ 國學院大學

137 岩瀬 哲治 * 2017～2020 東京農業大学

138 大山 憲明 2018～ 創価大学

139 川端 千都 2018～2021 東海大学

140 工藤 有生 2018～2021 駒澤大学

141 ドミニク・ランガット 2018～2023 ケニア

142 濱川　駿 2019～2022 帝京大学

143 福田 兼士 2019～2022 法政大学

144 伊勢 翔吾 2019～ 駒澤大学

145 我那覇 和真 2019～2022 神奈川大学

146 坪井 慧 2020～2023 法政大学

147 相沢 悠斗 2020～ 東京国際大学

148 米満 怜 2020～ 創価大学

No 氏名 在任期間

1 山田 光良 1970～1977

2 原 嘉則 1977～1983

3 味沢 善朗 1983～1992

4 酒井 勝充 1992～2013

5 磯松 大輔 2013～2021

No 氏名 在籍期間 出身校 No 氏名 在籍期間 出身校

*スタッフとして入部　　**スタッフに転向

歴代監督一覧

2023年4月1日現在

149 坂梨 博* 2020～

150 ジェームス・ムオキ 2020～

151 名取 燎太 2021～

152 星 岳 2021～

東海大学

6 酒井 勝充（監督代行） 2021

ケニア

7 酒井 勝充 2022～

153 宮下 隼人 2022～

154 川口 慧 2022～

155 砂岡 拓磨 2022～

帝京大学

東洋大学

神奈川大学

城西大学

東洋大学

日本体育大学

八代第一高校

156 

157 

柏 優吾

廣澤 優斗

2023～

2023～




