
年　度 高校指導者 中学指導者 選手名 大　会　成　績
阪西　俊峰 森田　　年 茂原三枝子  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　優　勝
鳥羽　完司 田辺　辰也 細野　耕司  国体少年共通　　棒高跳　　　　第３位
佐藤　敏明 山口　　優 齋藤　嘉彦  国体成年Ａ　　　４００ｍ　　　第５位
岩脇　正和 里見　　裕 黒岩　俊信  国体少年Ａ　　　砲丸投　　　　第７位
春山奈保美 布施　和夫 福地　弥生  国体少年Ａ　　　円盤投　　　　第７位
安達　友信 島　　修二 長谷川敬洋  国体少年Ａ　　　三段跳　　　　第８位
鳥羽　完司 片桐　秀雄 小板橋直己  東日本縦断駅伝　第３０区　　　区間賞
春山奈保美 高田　明彦 塚越　裕美  国体成少共通　　４００ｍＲ　　優　勝

小林　　馨 － 中野　佳子
 国体成少共通　　４００ｍＲ　　優　勝
 国体成年　　　　４００ｍ　　　第８位

髙橋　賢作 磯貝　英男 大森　和幸  国体少年Ａ　　　４００ｍＨ　　第３位
－ 諸田　　剛 清水　里与  国体少年Ｂ　　　砲丸投　　　　第３位

笠原　壮一 鹿山　廣住 大野由美子  国体成年　　　　三段跳　　　　第７位
鳥羽　完司 高井　浩子 下　　俊介  国体少年共通　　棒高跳　　　　第７位
－ 桑原　恵二 樺沢　知紀  国体少年Ｂ　　３０００ｍ　　　第７位

春山奈保美 斉藤　　茂 山田てるみ  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　第８位
田島　正徳 平方　裕之 伊藤　辰哉  日本選手権　　　２００ｍ　　　第２位
髙橋　勝則 － 武藤　浩二  日本選手権　　　三段跳　　　　第４位
立石　明夫 諸田　　剛 遠藤　規生  日本選手権　　ハンマー投　　　第７位
髙橋　賢作 佐俣　樹範 大塚　祐紀  国体少年共通　　円盤投　　　　第２位
田島　正徳 － 清水　里与  国体少年Ｂ　　　砲丸投　　　　第２位
伊藤　純一 青柳寿美江 高橋　晴美  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第３位
谷崎めぐみ 端井　和弘 下城　夏子  国体少年Ａ　　　円盤投　　　　第４位
村田　　勇 － 長沢　歩美  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第４位
北川　美樹 都丸　敏美 尾島　弘美  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第４位
三芝　功一 － 平井　宏明  国体少年Ａ　　　１１０ｍＨ　　第５位
安達　友信 － 樺沢　知紀  国体少年Ｂ　　３０００ｍ　　　第６位
－ 金子　健司 小菅亜由美  国体少年Ｂ　　　１００ｍＨ　　第６位

鳥羽　完司 田中　　宏 品川　　亮  国体少年Ａ　　３０００ｍＳＣ　第８位
安達　友信 深代　　勉 蜂須賀　雅  国体少年Ｂ　　　１１０ｍＪＨ　第８位
篠崎　成志 折田　一人 岡田　　綾  国体少年Ａ　　　４００ｍＨ　　第８位
水野　利夫 中島　恒雄 篠崎　浩子  日本選手権　　　砲丸投　　　　第３位
瀬山　　亮 土屋　邦夫 飯塚　亮一  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　第２位
－ 櫻井恵美子 井桁　　愛  国体少年共通　　棒高跳　　　　第３位

安達　友信 下境　一浩 森田　行雄  国体少年Ｂ　　　４００ｍ　　　第３位
－ 長谷川浩史 本間　聡子  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第３位

安達　友信 田口　　恭 小池　豊和  国体少年Ｂ　　　１１０ｍＨ　　第６位
佐藤　敏明 － 小菅亜由美  国体少年Ｂ　　　砲丸投　　　　第６位
春山　晴司 － 井桁　　愛  国体少年共通　　棒高跳　　　　優　勝
安達　友信 内田　英明 井汲　亮介  国体少年Ｂ　　　１００ｍ　　　第２位
－ 竹村　豊之 倉林　和宏  国体少年Ｂ　　　１１０ｍＪＨ　第５位

阪西　俊峰 大河原幹夫 濵名　智弘  国体少年Ａ　　　三段跳　　　　第６位
髙木　雅一 中村　恵里 近藤　栄治  国体少年共通　５０００ｍＷ　　第６位
髙橋　賢作 澤崎　輝明 中山　拓紀  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第６位
篠崎　成志 － 本間　聡子  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第６位
篠崎　成志 内山　道明 細田　麻衣  国体少年Ｂ　　　４００ｍ　　　第７位
中村　信勝 中村　信勝 宇佐見綾乃  国体少年共通　３０００ｍＷ　　第７位
－ 金子　健司 相京　優也  国体少年Ｂ　　　砲丸投　　　　第８位
－ 鶴田　義仁 松本　克恵  国体少年Ｂ　　　１００ｍ　　　第８位

篠崎　成志 小林　規朗 猪浦しのぶ  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第８位

Ｈ11年度

Ｈ12年度

【優秀指導者賞】

Ｈ８年度

Ｈ９年度

Ｈ10年度



※《　氏名　》は実業団・クラブ指導者
年　度 高校指導者 中学指導者 選手名 大　会　成　績

小澤　征夫 － 相京　優也  国体少年Ｂ　　　砲丸投　　　　第２位
中村　信勝 中村　信勝 木村なつき  国体少年共通　５０００ｍＷ　　第２位
佐藤　敏明 阿久澤保彦 中島　淑恵  国体少年Ａ　　　４００ｍＨ　　第４位
阪西　俊峰 波多野重雄 星野　邦仁  国体少年共通　　走高跳　　　　第５位
三芝　功一 － 菅井　洋平  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第６位
安達　友信 田中　真浩 宮下　圭太  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第８位
高橋　賢作 澤崎　輝明 関　　敏則  国体少年Ｂ　　３０００ｍ　　　第８位
篠崎　成志 － 塩浦真由美  国体少年Ａ　　　砲丸投　　　　第８位
安達　友信 浅見　　真 藤井　貴紀  東日本縦断駅伝　第１３区　　　区間賞
波多野宏美 島　　修司 羽鳥　　誠  東日本縦断駅伝　第３８区　　　区間賞
安達　友信 岩崎　真人 井上　喜貴  国体少年Ａ　　　円盤投　　　　優　勝
佐藤　敏明 田村　一利 鵜生川早紀  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第３位
鳥羽　完司 田中　宏巳 田代　拓也  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第５位
田中　恵一 － 松本　克恵  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第６位 
佐藤　敏明 桑原　恵二 清水　加奈  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第６位 
安達　友信 下境　一浩 堀口　　真  国体少年Ａ　　　ハンマー投　　第７位
中村　信勝 中村　信勝 鎌田　　優  国体少年Ｂ　　　１００ｍＨ　　第７位
篠崎　成志 髙橋　正明 岩木実由記  国体年共通　　　やり投　　　　第７位
鳥羽　完司 小渕　邦夫 腰塚　正人  国体少年共　　１５００ｍ    　第８位
青木　伸路 星野かをる 星野　和昭  東日本縦断駅伝　第１８区　　　区間賞
村田　　勇 － 菅井　洋平  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　優　勝
武藤　　顕 下境　一浩 吉田　周平  国体少年Ｂ　　　走高跳　　　　優　勝
篠崎　成志 田村　一利 岩佐千亜紀  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　第２位
田島　正徳 田中　宏巳 青木　　梓  国体少年共通　　棒高跳　　　　第３位
金谷美和子 諸田　　剛 小川　　優  国体少年共通　　走高跳　　　　第４位
鳥羽　完司 千明　哲也 土屋　吉史  国体成少共通　　４００ｍＲ　　第４位 
安達　友信 茂手木俊雄 宮﨑　翔太  国体少年Ａ　　　三段跳　　　　第５位
岩崎　克紀 矢内　秀明 金子　　悠  国体成年　　　　走高跳　　　　第８位
岩脇　正和 髙橋　正明 丸橋　理人  国体少年Ａ　　　砲丸投　　　　第２位
田島　正徳 関　　　稔 針谷　瑠里  国体少年Ａ　　　砲丸投　　　　第４位
安達　友信 渡邊　高志 小野　裕幸  国体少年Ａ　　５０００ｍ　　　第６位
－ 松岡　紘子 絹川　　愛  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第７位

髙木　雅一 矢内　秀明 小黒　久子  国体成年　　ハーフマラソン　　第８位
－ 細谷　寿夫 三膳　由果  第20回東日本女子駅伝　第８区　区間賞

鳥羽　完司 － 阿久津圭司  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位
鳥羽　完司 － 深津　卓也  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位
－ 針谷　朋之 長谷川　寛  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位
－ 髙橋　健一 渡辺　圭介  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位

《小指　徹》 － 奥谷　　亘  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位
《小指　徹》 － 小林　雅幸  第10回全国男子駅伝　　総合　　第５位
髙木　雅一 桑原　恵二 堀越　愛未  第23回全国女子駅伝　　総合　　第７位
髙木　雅一 里見　　裕 吉田　彩香  第23回全国女子駅伝　　総合　　第７位
髙木　雅一 茂木　秀隆 関本巳知世  第23回全国女子駅伝　　総合　　第７位
《磯端克明》 － 芳賀麻里奈  第23回全国女子駅伝　　総合　　第７位
《磯端克明》 － 渡辺　美保  第23回全国女子駅伝　　総合　　第７位

Ｈ13年度

Ｈ16年度

【優秀指導者賞】

H14年度

H15年度



※《　氏名　》は実業団・クラブ指導者
年　度 高校指導者 中学指導者 選手名 大　会　成　績

髙木　雅一 細谷　寿夫 鈴木　悠里  国体少年共通　３０００ｍ　　　第２位
市川　　武 － 青木 　 梓 国体少年共通　　棒高跳　　　　第２位
齋藤　嘉彦 県外 戸谷　隼人  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第２位
安達　友信 木部　　悟 木村　哲也  国体少年Ａ　　　８００ｍ　　　第４位
諸田　　剛 星野　裕之 永井　雄馬  国体少年Ｂ　　　２００ｍ　　　第４位
松本　広行 笠原　莊一 篠原　未有  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第６位
－ 里見　　裕 矢部　　瞳  第21回東日本女子駅伝　第４区　区間賞
－ 篠原かすみ 松村　厚子  第21回東日本女子駅伝　第８区　区間賞

《磯端克明》 － 堀越　愛未  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位
《磯端克明》 － 山口　実里  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位
髙木　雅一 － 狩野　温子  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位

髙木　雅一 平山　恵理 橋本　和美
 第22回東日本女子駅伝　  総合　第１位
 第22回東日本女子駅伝　第６区　区間賞

諸田　　剛 細谷　寿夫 中里　麗美  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位
－ 小池　和幸 関口　繭華  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位
－ 中村　信勝 越谷奈都美  第22回東日本女子駅伝　　総合　第１位

髙木　雅一 永井　信代 萩原　彩香  国体少年Ａ　　３０００ｍ　　　第３位
新井　康司 狩野　伸江 新井　由貴  国体少年Ｂ　　　８００ｍ　　　第６位
伊藤　純一 － 杉町マハウ  国体成年　　　４００ｍＨ　　　第２位
三芝　功一 奈良　知恵 石川　直人  国体少年Ｂ　　　２００ｍ　　　第４位
諸田　　剛 津久井　健 森田　俊一  国体少年Ａ　　１１０ｍＨ　　　第５位
梅澤　洋一 田中　　光 田中　　充  国体少年Ａ　　　棒高跳　　　　第５位
－ 平尾　大輔 黒岩　由樹  国体少年Ｂ　　　走幅跳　　　　第５位

宮内　浩行 田中　真浩 高山　　豊  国体少年共通　　走高跳　　　　第６位
市川　　武 内山　榮一 金井　　瞳  国体少年共通　　走高跳　　　　第６位
梅澤　洋一 田中　　光 田中亜希子  国体少年共通　　棒高跳　　　　第２位
田島　正徳 依田　哲夫 黒澤　太郎  国体少年Ａ　　　やり投　　　　第８位
大山　能史 横山　幸男 松島　大翔  国体少年共通　　８００ｍ　　　第８位
梅澤　洋一 田中　　光 田中　　亘  国体少年共通　　棒高跳　　　　第４位
安達　友信 － 石井　崇寛  国体少年Ａ　　　円盤投　　　　第６位
安達　友信 古茂田　茂 吉野　順也  国体少年Ｂ　　　円盤投　　　　第６位
阪西　俊峰 － 五十嵐由香  国体少年Ａ　　　２００ｍ　　　第８位
髙木　雅一 － 武田　志帆  国体少年Ｂ　　１５００ｍ　　　第３位
髙木　雅一 平尾　大輔 横沢　永奈  国体少年Ａ　　３０００ｍ　　　第５位
齋藤　嘉彦 青山由美子 宮寺　　剛  国体少年Ａ　　４００ｍＨ　　　第６位
田島　正徳 田中　宏巳 市川響太郎  国体少年Ｂ　　１１０ｍＪＨ　　第６位
梅澤　洋一 中川　　徹 堤　　亮太  国体少年共通　　棒高跳　　　　第７位
岩崎　克紀 － 大里亜梨佐  国体成年共通　１００００ｍＷ　第８位
髙木　雅一 桑原　恵二 後閑美由紀  国体少年Ａ　　３０００ｍ　　　第３位
細山　恵里 松岡　紘子 清水　佳奈  国体成年　　　　４００ｍ　　　第７位
鵜生川早紀 関　　英明 金谷　瑞紀  国体少年共通　　円盤投　　　　第７位
齋藤　嘉彦 齋藤　直美 白石　裕基  国体少年Ａ　　４００ｍＨ　　　第８位
齋藤　嘉彦 松本　　勝 森田　賢人  国体少年Ａ　　　走幅跳　　　　第８位
中村　信勝 山科　　真 大木　彩夏  国体少年Ａ　　　４００ｍ　　　優　勝
髙木　雅一 － 小林　由佳  国体少年Ｂ　　 １５００ｍ 　　優　勝
－ 瀧本早也香 吉田　愛菜  国体少年共通　　棒高跳  　　　第５位

加藤　祐司 瀧本早也香 清水　拓実  国体少年Ｂ　  １１０ｍＹＨ  　第６位
－ 加藤　雅史 樺沢和佳奈  第28回東日本女子駅伝　第４区　区間賞

髙木　雅一 宮下　俊幾 片貝　洋美  第31回全国女子駅伝　　総合　　第７位
－ 吉田　清明 篠崎　玲奈  第31回全国女子駅伝　　総合　　第７位

《森川賢一》 － 西原　加純  第31回全国女子駅伝　　総合　　第７位

Ｈ21年度

【優秀指導者賞】

Ｈ23年度

Ｈ19年度

Ｈ22年度

Ｈ20年度

Ｈ17年度

Ｈ24年度

Ｈ18年度



※《　氏名　》は実業団・クラブ指導者
年　度 高校指導者 中学指導者 選手名 大　会　成　績

濵名　智弘 小林　秀之 木暮　佳奈  国体少年共通　  　砲丸投  　　第３位
中村　信勝 波多野重雄 岩田　優奈  国体少年Ｂ　　　 ２００ｍ　 　第４位
－ 田中　美帆 諸田　実咲  国体少年共通　　  棒高跳 　　 第５位

《森川賢一》 － 森　　唯我
 国体成年　　　  ５０００ｍ 　 第５位
 第32回全国女子駅伝　　総合　  第２位

安達　友信 齋藤　大輔 髙木　　亮  国体少年共通　　　棒高跳　　　第６位
田島　正徳 波多野重雄 宮入　伸豪  国体少年共通　　　円盤投　　　第６位
髙木　雅一 － 加藤　千尋  第29回東日本女子駅伝　 総合 　第６位

－ 加藤　雅史 林　　英麻
 第29回東日本女子駅伝　 総合　 第６位
 第29回東日本女子駅伝　第８区　区間賞

《森川賢一》 － 須澤　麻希  第29回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
鳥羽　完司 西村恵美子 戸田　雅稀  第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位
武藤　浩二 － 塩尻　和也  第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位
市川　　武 落合　裕子 清水　歓太  第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位
安達　友信 福島美代子 小林　　聖  第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位

－ 木暮　賛菜 西山　和弥
 第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位
 第19回全国男子駅伝    第２区　区間賞

－ 里見　　裕 清水　峻太  第19回全国男子駅伝　　 総合 　第３位
《森川賢一》 － 竹地　志帆  第32回全国女子駅伝　　 総合 　第２位

《森川賢一》 － 高田　晴奈
 第32回全国女子駅伝　　 総合 　第２位
 第29回東日本女子駅伝　 総合 　第６位

髙木　雅一 － 米谷　結希
 第32回全国女子駅伝　　 総合 　第２位
 第29回東日本女子駅伝　 総合 　第６位

髙木　雅一 － 岡本　春美
 第32回全国女子駅伝　　 総合 　第２位
 第29回東日本女子駅伝　 総合 　第６位

安達　友信 小池　和幸 川島　鶴槙  国体少年共通　  　三段跳　　　第３位
佐瀬　景佑 － 久保　愛奈  国体少年共通　　　棒高跳　　　第３位
阪西　俊峰 中島　一徳 木村ひかり  国体少年Ａ　  　  走幅跳　　　第４位
城戸口直樹 － 西山　和弥  国体少年Ｂ　　　３０００ｍ　　第５位
佐瀬　景佑 加藤　雅史 上原　　響  国体少年Ａ　  　  棒高跳　　　第７位
春山　晴司 小山　靖弘 平石　風歩  国体少年共通　　　やり投　　　第８位
《奥谷　亘》 － 滑　　和也  第20回全国男子駅伝　　 総合 　第４位

－ 森田　瑛介  第20回全国男子駅伝　　 総合 　第４位
－ 片山　　優 大澤　佑介  第20回全国男子駅伝　　 総合 　第４位

髙木　雅一 － 樺沢和佳奈  第30回東日本女子駅伝　 総合 　第１位
有坂　精児 － 片野　春香  第30回東日本女子駅伝　 総合 　第１位
北嶋千亜紀 西村恵美子 松本綺らら  第30回東日本女子駅伝　 総合 　第１位

髙木　雅一 － 篠﨑　玲奈
 第30回東日本女子駅伝　 総合 　第１位
 第30回東日本女子駅伝　第６区  区間賞

－ 田村　佳樹 不破亜莉珠
 第30回東日本女子駅伝　 総合 　第１位
 第30回東日本女子駅伝  第８区　区間賞

神沢　貴典 田中　美帆 諸田　実咲  国体少年共通　　　棒高跳　　　優　勝
北田　初男 － 神戸　航輝  国体少年共通　　 ８００ｍ 　　第３位
濵名　智弘 山﨑　一信 高橋　雄樹  国体少年Ａ　　　 １００ｍ   　第４位
北田　初男 － 不破亜莉珠  国体少年Ｂ　　　１５００ｍ  　第４位　
栗原　亮一 木暮　賛奈 登坂　健志  国体成年　　　　 ８００ｍ   　第７位
安達　友信 峰岸　秀人 髙橋　　輝  国体成年　　　　　やり投  　　第７位
細山　恵里 福田　博之 齋藤　菜月  国体少年共通　　 ８００ｍ   　第７位
《森川賢一》 － 横瀬彩也香  第34回全国女子駅伝　　 総合 　第３位

《森川賢一》 － 筒井　咲帆
 第34回全国女子駅伝　　 総合 　第３位
 第34回全国女子駅伝　　第６区　区間新

－ 加藤　雅史 阿部　知宙  第34回全国女子駅伝　　 総合 　第３位

－ 加藤　雅史 伊井　笑歩
 第34回全国女子駅伝　　 総合 　第３位
 第30回東日本女子駅伝　第４区  区間賞

一場　高幸 小幡今朝雄 横川　　巧  第21回全国男子駅伝　　 総合 　第７位
城戸口直樹 － 千明龍之佑  第21回全国男子駅伝　　 総合 　第７位
津久井俊明 － 茂原　大悟  第21回全国男子駅伝　　 総合 　第７位
－ 加藤　雅史 新井　大貴  第21回全国男子駅伝　　 総合 　第７位

【優秀指導者賞】

Ｈ26年度

Ｈ27年度

Ｈ25年度



※《　氏名　》は実業団・クラブ指導者
年　度 高校指導者 中学指導者 選手名 大　会　成　績

齋藤　嘉彦 － 白尾　悠佑  国体少年Ａ　　　４００ｍＨ　　第２位
村田　　勇 － 塩田　哲平  国体少年共通　　 ８００ｍ   　第６位
中村　信勝 外所　知紗  国体成年少年共通５０００ｍＷ　第６位
安達　友信 中川　　徹 小池　祐馬  国体少年Ａ　　　棒高跳　　　　第８位
下田　麻由 狩野　伸江 萩原　那緒  国体少年共通　　円盤投　　　　第８位
北田　初男 － 林　　英麻  第35回東日本女子駅伝　第５区　区間賞

－ 桑原　恵二 不破聖衣来
 第31回東日本女子駅伝  第４区　区間賞
 第35回全国女子駅伝    第４区　区間賞

－ 唐沢真由美 伊井　修司  第22回全国男子駅伝　　 総合 　第６位
茂原　賢三 － 高橋　光晃  第22回全国男子駅伝　　 総合 　第６位
－ 鳥山　将太 北村　　光  第22回全国男子駅伝　　 総合 　第６位

城戸口直樹 荻野　　正 栗原　啓吾  第22回全国男子駅伝　　 総合 　第６位
－ 唐沢真由美 新井　颯人  第22回全国男子駅伝　　 総合 　第６位

《田中宏昌》 － 増野　元太  国体成年　　　　１１０ｍＨ　　優　勝
田中　恵一 宮澤　麻里 奥村　ユリ  国体少年Ａ　　　 ４００ｍ   　第２位
安達　友信 － 岡本　風香  国体少年共通　　　棒高跳　　　第４位
岩上　和貴 － 北村　　光  国体少年Ｂ　　　３０００ｍ　　第６位
齋藤　嘉彦 － 津藤　広夢  国体少年Ａ　　　　走幅跳　　　第７位
平井　千尋 － 小渕　瑞樹  国体成年　　　　 ４００ｍ   　第８位
安達　友信 田中亜希子 細井ﾌﾞﾗｲｱﾝ  国体少年Ａ　　　 ４００ｍ   　第８位
岩上　和貴 － 大澤　佑介  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位
－ 金子　　敬 塩原　　匠  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位
－ 小山　靖弘 北村　勇貴  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位

《奥谷　亘》 － 田口　　亮  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位
安達　友信 加藤　雅史 新井　大貴  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位
－ 岩崎　真人 森川凛太朗  第23回全国男子駅伝　　 総合 　第５位

岩上　和貴 － 大類　康靖  国体少年共通　　 ８００ｍ 　　第３位
下田　麻由 指出　大輔 半田　水晶  国体成年　　　 　 円盤投    　第３位
佐瀬　景佑 － 小林　拓己  国体少年Ａ　　　　棒高跳　　　第４位
－ 田口　　認 井上　直紀  国体少年Ｂ　　　 １００ｍ 　　第４位
－ 松元　崇敏 栁田　大輝  国体少年Ｂ　　　　走幅跳　　　第４位

安達　友信 上原　繁朗 外所　晴貴  国体少年共通　　  三段跳    　第８位
濵名　　愛 － 阿部　知宙  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
－ 長谷川拓海 山下　真奈  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位

《森川　賢一》 － 安藤　実来  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
北田　初男 加藤　雅史 増田　優菜  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
高木　雅一 佐俣　樹範 林　　亜美  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
－ 金子真理子 中島千紗都  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位

北田　初男 庄山　　武 森尻　真優  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
北田　初男 － 不破聖衣来  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
高木　雅一 － 松崎　　愛  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
高木　雅一 - 星野　輝麗  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位
－ 青木　　優 山田　　愛  東日本女子駅伝　　　　 総合　 第６位

岩上　和貴 － 北村　　光  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位
城戸口直樹 － 石田　洸介  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位
－ 佐俣　樹範 堀口　花道  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位

《奥谷　亘》 － 牧　　良輔  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位
須田　　光 若林　拓也 西川　魁星  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位
－ 足立　　晋 杉森　星彦  第24回全国男子駅伝　　 総合 　第２位

齋藤　嘉彦 － 栁田　大輝  国体少年Ｂ　　　　走幅跳　　　優　勝
－ 後閑　　大 恩田　未來  国体少年Ｂ　　　１００ｍＨ　　優　勝

田中　恵一 三澤　秀匡 田中きよの  国体少年Ａ　　　１００ｍＨ　　第２位
廣瀬　圭一 － 太﨑　秀隆  国体少年Ａ　　　ハンマー投　　第６位
岩脇　正和 青山　　崇 園田　竜治  国体少年Ａ　　　 ４００ｍ 　　第８位
《田中宏昌》 － 札場　大輝  国体成年　　  　１１０ｍＨ  　第８位
《田中宏昌》 － 森　　　秀  国体成年　　  　  やり投  　　第８位
《中村哲也》 － 小渕　瑞樹  国体成年　　　　 ４００ｍ 　　第５位
《森川賢一》 － 清水　真帆  第36回全国女子駅伝　総合　第７位
《森川賢一》 － 鈴木　翔子  第36回全国女子駅伝　総合　第７位
《森川賢一》 － 田崎　優理  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
髙木　雅一 飯塚　麻委 菊池　杏梨  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
－ 金子　　敬 田村　綾里  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位

城戸口直樹 － 野本　未桜  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
－ 田村　忠之 高橋くるみ  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
－ 佐俣　樹範 高橋　雛乃  第35回東日本女子駅伝　 総合 　第６位
－ 折茂　　敬 栗本　望来  第36回全国女子駅伝　総合　第７位

Ｒ2年度 該当なし 該当なし 該当なし

Ｈ30年度

Ｒ元年度

Ｈ28年度

【優秀指導者賞】

Ｈ29年度


