
年度 監督/主将 大会 試合結果 備考

1989 藤塚 関東 3回戦 湘南０－１向上 2次予選

H1 総体 6回戦 湘南０－０鎌倉（ＰＫ負け）

結城亮太 選手権 2次１回戦 湘南０－３大清水

1990卒　65 新人戦 ２回戦 湘南０－４荏田 中央大会

1990 藤塚 関東 2回戦 湘南２－５県相模原

H2 総体 2回戦 湘南１－３鎌倉学園

石井　博之 選手権 1回戦 湘南０－１川崎南

1991卒66回 新人戦 ２回戦 湘南１－２逗葉 中央大会

1991 藤塚 関東 ２次2回戦 湘南０－１向上 ベスト３２

H3 総体 4回戦 湘南１－３旭

中園　真介 選手権 3回戦 湘南０－１桐蔭 １次予選

1992卒67回 新人戦 地区予選負

1992 藤塚 関東 不出場

H4 総体 ５回戦 湘南０－０鎌倉（ＰＫ負け）

深沢 選手権 2次1回戦 湘南１－３大清水 ベスト１６

1993卒68回 新人戦 ４回戦 湘南０－４藤沢西 中央大会

1993 藤塚 関東 準決勝 湘南０－１桐光学園 ベスト４

H5 総体 ５回戦 湘南０－１大磯

石渡 熊沢　重典 選手権 2次1回戦 湘南０－３藤沢西 ベスト１６

国体 1994卒69回 新人戦 2回戦 湘南０-２茅ヶ崎北陵 中央大会

1994 藤塚 関東 2次1回戦 湘南１－３西湘

H6 総体 ４回戦 湘南０－０港南台(PK負け）

高垣　大 選手権 ２回戦 湘南１－２伊志田

1995卒70回 新人戦 １回戦 湘南０－１港南台 中央大会

1995 藤塚 関東 準決勝 湘南０－２桐光学園 ベスト４

H7 総体 ５回戦 湘南１－２弥栄西

阿見潔 選手権 2回戦 湘南１－３大船

1996卒71回 新人戦 ２回戦 湘南０－１向上 中央大会

1996 鈴木 関東 ２回戦 湘南０－２厚木南

H8 須藤 総体 3回戦 湘南０－１大船

金井　涼 選手権 3回戦 湘南０－０清水ヶ丘（PK負け）

1997卒72回 新人戦 ２回戦 湘南０－１武相 中央大会

1997 清水 関東 2回戦 湘南１－１武相（ＰＫ負け）

H9 須藤 総体 ５回戦 湘南０－０湘南工科（PK負け）

亀田　光二 選手権 2次1回戦 湘南０－１秦野南が丘

1998卒73回 新人戦 ２回戦 湘南０－０淵野辺 中央大会

1998 清水 関東 １回戦 湘南０－１川和
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H10 須藤 総体 2回戦 湘南０－４金井

森下 誠 選手権 2回戦 湘南１－３向上

1999卒74回 新人戦 ３回戦 湘南０－２金井 中央大会

1999 清水 関東 準決勝 湘南０－１法政二高 ベスト４

H11 須藤 総体 5回戦 湘南１－２光陵

友松 亮 選手権 2次1回戦 湘南２－３日大高 ベスト２４

2000卒75回 新人戦 １回戦 湘南０－１港南台 中央大会

2000 清水 関東 3回戦 湘南０－１座間

H12 岩田 総体 2回戦 湘南０－１鎌倉

村田　一博 選手権 3回戦 湘南０－１日大高

2001卒76回 新人戦 １回戦 湘南０－０麻溝台 中央大会

2001 清水 関東 2回戦 湘南０－１東海大相模 ベスト３２

H13 岩田 総体 6回戦 湘南０－１桐蔭 ベスト１６

内藤　雄介 選手権 2次１回戦 湘南0－１日大高 ベスト２４

2002卒77回 新人戦 中央大会に出場権獲得 中央大会

2002 清水 関東 １回戦 湘南０－１東海大相模

H14 岩田 総体 3回戦 湘南０－１保土ヶ谷

牛山　旬平 選手権 2回戦 湘南5－6横浜南

2003卒78回 新人戦 出場決定戦 湘南2-0慶応藤沢 中央大会

2003 清水 関東 4回戦 湘南０－１光明相模原 ブロック決勝

H15 総体 6回戦 湘南1－2日大藤沢

ｽﾍﾟｲﾝ 櫻井大輔 選手権 3回戦 湘南0－2慶応

中止 2004卒79回 新人戦 出場決定戦 湘南2-0湘南台 中央大会

2004 清水 関東 １回戦 湘南０－3茅ヶ崎北陵

H16 U17ﾘｰｸﾞ開始 総体 5回戦 湘南０－１小田原 ブロック決勝

ｽﾍﾟｲﾝ 浅野　雅人 選手権 4回戦 湘南1－4武相

① 2005卒79回 新人戦 出場決定リーグ負け

2005 清水 関東 出場できず

H17 総体 2回戦 湘南０－3秦野南ヶ丘

田村　仁 選手権 4回戦 湘南0－3厚木北

2006卒81回 新人戦 出場決定戦 湘南0-0藤沢西(PK） 中央大会

2006 清水 関東 5回戦 湘南1－2秦野 ベスト８

H18 総体 5回戦 湘南2－4日大藤沢

ｽﾍﾟｲﾝ 渋谷　龍一 選手権 2回戦 湘南0－3横浜翠嵐

② 2007卒82回 新人戦 出場決定戦 湘南1-0湘南工科 中央大会

2007 清水、篠塚 関東 1回戦 湘南０－0横浜隼人

H19 総体 3回戦 湘南０－3淵野辺

小松昌平 選手権 2回戦 湘南1－2藤沢西

2008卒83回 新人戦 出場決定ﾘｰｸﾞ 湘南0-0慶応藤沢 中央大会

2008 小林 関東 2回戦 湘南０－2藤沢西

H20 篠塚 総体 3回戦 湘南1－2武相



ｽﾍﾟｲﾝ 榛葉　達彦 選手権 2次2回戦 湘南0－１横須賀 ベスト28

③ 2009卒84回 新人戦 地区予選免除　地区2位 中央大会

2009 小林 関東 ３回戦 湘南1－2座間

H21 篠塚 総体 2次１回戦 湘南1－2湘南工科

土谷 選手権 2次１回戦 湘南0-2日大藤沢

2010卒85回 新人戦 地区予選免除

2010 小林 関東 2回戦 湘南0－1海老名

H22 篠塚 総体 3回戦 湘南0－2横浜創英

ｽﾍﾟｲﾝ 石川 選手権 4回戦 湘南0－2鎌倉

④ 2011卒86回 新人戦 地区勝ち抜き

2011 小林 関東 5回戦 湘南1－3東

H23 篠塚・大川 総体 R-16 湘南0－1桐蔭学園 ベスト16

岩村 選手権 R-16 湘南0－１向上 ベスト16

2012卒87回 新人戦 地区予選免除　

2012 小林 関東 R-16 湘南1－１藤沢清流　PK負け ベスト16

H24 大川 総体 R-16 湘南0－2桐蔭学園 (延長) ベスト16

ｽﾍﾟｲﾝ 大村 選手権 R-16 湘南0－2向上 ベスト16

⑤ 2013卒88回 新人戦 地区予選免除　

2013 小林 関東 4回戦 湘南0－１秦野総合

H25 大川・長 総体 2回戦 湘南0－１慶応

山崎 選手権 2次１回戦 湘南0－１百合ヶ丘

2014卒89回 新人戦 地区予選免除　

2014 竹谷 関東 2回戦 湘南2－4湘南学院

H26 長 総体 3回戦 湘南0－3逗葉

ｽﾍﾟｲﾝ 橋本 選手権 R-16 湘南0－１向上 ベスト16

⑥ 2015卒90回 新人戦 地区予選免除　

2015 竹谷 関東 R-16 湘南0－3桐蔭学園 ベスト16

H27 長・町田 総体 R-16 湘南0－2日大藤沢 ベスト16

砂流 選手権

2016卒91回 新人戦 地区予選免除　

2016 竹谷 関東

H28 総体

ｽﾍﾟｲﾝ 選手権

⑦ 2017卒92回 新人戦

2017 関東

H29 総体

選手権

新人戦

2018 関東

H30 総体

選手権



ｽﾍﾟｲﾝ 新人戦

2019 関東

H31 総体

選手権

新人戦






