
H24年度　OBOG会新入会員
氏　名 ブロック 支部 進路先 氏　名 ブロック 支部 進路先
【男子】 西邑　 優平 長距離 神奈川 株式会社総合資格
青木　 陽太 中距離 北海道 日本ハム東販売グループ 野上　 政彦 中距離 千葉 順天堂大学大学院
赤羽　 力也 跳躍 埼玉 順天堂大学科目履修生 廣瀬　 健一 投擲 千葉 順天堂大学大学院
大井　 崇弘 混成 千葉 順天堂大学大学院 伏見　 嘉恭 障害 静岡 株式会社ノジマ
越智健一朗 長距離 広島 呉市体育振興財団 藤田　 恵輔 跳躍 千葉 株式会社モンテローザ
小野田学登 跳躍 千葉 株式会社ポピンズ 穂積　 泰央 混成 北海道 陸上クラブチーム指導員（北海道）

筧　 太津矩 長距離 東京 ﾊﾞﾝﾀﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ研究所（専門学校） 的場　 亮太 長距離 茨城 小森コーポレーション
唐川　 和宏 長距離 神奈川 東京衛生学園専門学校 丸山　 祐貴 障害 千葉 順天堂大学大学院
川田　 裕史 長距離 徳島 鳴門グランドホテル 森田　 俊一 障害 神奈川 J.VIC
川村　 卓也 短距離 福井 敦賀工業高校講師 柳澤　 崇宏 中距離 新潟 株式会社太陽工機
河原　 雄太 中距離 石川 石川県河北郡市広域事務組合 【女子】

北林　 峰明 投擲 千葉 千葉大学大学院 赤石　　　笑 跳躍 群馬 私立共愛学園（臨時教員）
城所　 哲宏 中距離 新潟 留学（イギリス） 小倉佑佳里 投擲 千葉 ロイヤルスターゴルフクラブ
木村　 友哉 跳躍 千葉 順天堂大学大学院 勝又　 佳苗 短距離 静岡 東海医療学園（専門学校）
黒木　 晃平 投擲 千葉 順天堂大学科目履修生 北村　 沙織 長距離 山口 (株)ユニクロ
小髙　 悠馬 長距離 栃木 那須塩原市立東原小学校常勤講師 佐藤　 奈緒 跳躍 千葉 千葉女子専門学校
酒井　 優佑 長距離 神奈川 小田原市役所 関　　　香織 中距離 東京 社会福祉法人　正夢の会
佐藤　 優樹 投擲 千葉 教員志望（千葉県） 髙野　 聡美 混成 千葉 順天堂大学大学院
塩田　　　充 長距離 富山 教員志望（富山県） 鳥飼　 順花 投擲 福岡 自宅学習
志賀　　　旭 長距離 新潟 非常勤講師（新潟県） 中村絵美子 跳躍 長野 長野救命医療専門学校（職員）
清水　　　弥 投擲 北海道 中学校非常勤講師（北海道） 春成　　　桃 中距離 広島 県立世羅（非常勤講師）
鈴木　 基文 競歩 愛知 株式会社ボンジュール 松本 みなこ 中距離 静岡 私立西遠女子学園（講師）
髙田　　　将 短距離 千葉 順天堂大学大学院 单　　　章子 短距離 東京 社会福祉法人共生会千代田区ｱﾌﾀｰｽｸｰﾙ

田鎖　 慶大 長距離 北海道 ホクレン 森　 詩穂美 短距離 茨城 TAC池袋校（専門学校）
坪内　 駿一 中距離 東京 私立旭出学園 【総会にて承認された新入会員】

中村　　　徹 長距離 新潟 柏崎市消防署 氏　名 卒年 支部 勤　務　先
中村　 智洋 短距離 千葉 順天堂大学大学院 辻　博明 51院 岡山 岡山県立大学　情報工学部ｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑ工学科

西澤　 直希 跳躍 長野 株式会社長野セラミックス

H24年度　陸上競技部新入部員
氏　名 ブロック 出 身 高 校 氏　名 ブロック 出 身 高 校
【男子】 单雲　 康佑 短距離 茨城県立日立第一
相浦　　　亮 長距離 長崎県立諫早 成瀬　 元気 障害 神奈川県私立相洋
芦川　 卓磨 障害 神奈川県立小田原 西川　 弘貢 長距離 富山県立富山商業
新安　 直人 中距離 兵庫県神戸市立科学技術 野田　　　稜 長距離 北海道私立札幌山の手
飯久保智洋 障害 山梨県立巨摩 原　　　佑弥 障害 福岡県私立自由ヶ丘
稲田　 翔威 長距離 茨城県私立水城 堀　　　健斗 投擲 大阪府私立東大阪大柏原
鵜生川督人 中距離 群馬県立桐生 松枝　 博輝 長距離 神奈川県私立相洋
浦田　 楓馬 競歩 京都府私立洛单 松崎　　　駿 混成 東京都立日比谷
浦部　 恭平 短距離 岩手県立盛岡单 松田　 勝哉 長距離 千葉県立佐原白楊
川端　 哲矢 跳躍 愛知県私立岡崎城西 松本　 陽平 中距離 東京都立松が谷
工藤　 大輝 中距離 兵庫県立北条 宮内　 智成 短距離 群馬県立桐生单
黒川　 大地 中距離 愛知県立日進西 村中　 智彦 混成 群馬県私立松商学園
小池　　　輝 跳躍 静岡県浜松市立 村山　 凌一 混成 神奈川県私立法政大学第二
小池　 雄作 短距離 千葉県私立西武台千葉 吉田　 将平 長距離 福島県立いわき総合
後藤　 秀斗 競歩 京都府私立洛单 渡邉　 優斗 投擲 新潟県私立新潟明訓
小盛　 玄佑 長距離 広島県立世羅 【女子】
齊藤　　　航 長距離 群馬県私立前橋育英 犬伏　 志歩 投擲 北海道立帯広農業
椎名　　　巧 長距離 茨城県立日立第一 北根万由佳 中距離 千葉県立茂原
清水　　　駿 跳躍 長野県立野沢北 北井　　　萌 長距離 埼玉県川口市立川口
杉浦　 茂利 短距離 静岡県浜松市立 小林　　　彩 混成 千葉県私立八千代松陰
鈴木　 健介 長距離 静岡県私立浜松日体 小林　 美貴 長距離 埼玉県立伊奈学園総合
関口　 紘樹 混成 群馬県立渋川 小山　 香子 中距離 北海道立札幌国際情報
高江　 健斗 障害 愛媛県立单宇和 佐藤　 朱里 投擲 福島県立安積
髙浪　 琢三 長距離 新潟県立新潟西 佐藤ちなみ 障害 千葉県立国分
高橋　 祐介 跳躍 群馬県私立前橋育英 髙橋　 奈央 長距離 新潟県立高田
髙政　 知也 跳躍 千葉県私立東海大学附属浦安 田中　 友理 長距離 北海道私立札幌静修
竹中　 勇人 障害 兵庫県私立滝川第二 千葉　 汐里 跳躍 岩手県私立協和学院水沢第一
田中　 孝貴 長距離 静岡県私立浜松日体 中村　 真唯 長距離 大分県立大分西
田中　 智也 短距離 佐賀県立鳥栖工業 三倉　　　茜 跳躍 静岡県私立西遠女子学園
中田　 直太 投擲 兵庫県尼崎市立尼崎 山崎　 真里 短距離 東京都私立桐朋女子


