
回 年度 一般男子 男子45才以上

松原・吹野 遠山・川野

（日産） （YTC）

松原・吹野

（日産）

荒川・楠原 川野・鈴木

（YTC） （YTC）

菱沼・三橋 川野・鈴木

（５研・防大） （YTC）

成田・笹

（日産）

蓑田・松本 萩原・波辺

（日産） （防大）

安倍・入沢 石原・田辺

（津久井浜G） （富士電機）

山下・奥田

（津久井浜G）

回 年度 一般男子 男子35才以上 男子45才以上

冨永・市川 相原・浜野 遠山・吉田

（日産） （平作ローン） （津久井浜G）

冨永・市川 黒田・神田 久保・今井

（日産） （平作ﾛｰﾝ・大津ｸ） （YTC）

兼子・吉川 相原・浜野 柿原・石原

（関白工） （平作ﾛｰﾝ） （津久井浜G・富士）

回 年度 一般男子 男子35才以上 男子45才以上 男子55才以上

白戸・白戸 相原・浜野 阿部・菊池 川野・鈴木

（ＹＴＣ） （平作ローン） （港研・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ） （YTC）

須藤・市原 柿原・植田 加藤・増田

（ＪＮＦ） （津久井浜G） （日産）

廣田・小林 渡部・米本 柿原・植田

（関自工） （YTC・黒川SP） （津久井浜G）

中村・内田 相原・浜野 遠山・吉田

（マルア･ルー) （平作ローン） （津久井浜G）

白戸・白戸 奈良・嘉山 相原・浜野 山本・白戸

（ＹＴＣ） （BFTC・仲山） （平作ﾛｰﾝ） （YTC）

二瓶・　澤 伊比・田中 稲田・久保 石原・田辺

（ＹＴＣ） （ハイランド） （総監部・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ） （富士電機）

吉川・上原 奈良・嘉山 浜野・植田 石原・久保

（関自工・港研） （BFTC・仲山） （ｼﾞｮｲﾌﾙ・日本ABS） （ダイヤランド）

東野・東野 岩崎・柳沼 福井・菱沼 安原・吉田

（鷹取） （富士電機） （鎌倉カントリー） （ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・津久井浜）

須藤・相原 岩崎・柳沼 福井・菱沼 久保・白鳥

（JNF・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ） （富士電機） （鎌倉カントリー） （ダイヤランド）

金子（聖）・佐藤 奈良・嘉山 浜野・米本 久保・龍岡
（ﾏﾘｱﾙｰ・葉山TC） （BFTC・仲山TC） （ジョイフル） （ダイヤランド）

関・瀬川 市川・宝崎 町田・佐々木 久保・龍岡

（ダイヤランド） （防大職員） （仲山） （ダイヤランド）

回 年度 一般男子 男子35才以上 男子45才以上 男子55才以上 男子60才以上

横山・藤瀬 杉原・菅原 奈良・嘉山 龍岡・相川 今井・久保

（ＹＴＣ） （JVC） （米海軍横基・仲山TC） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

野村・河西 氏本・黒田 大嶋・清藤 阿部・福島 久保・金子

（関自工） （ジョイフル） （富士電機） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

野村・小林 宝崎・高橋 相原・麦 阿部・浜野 久保・龍岡

（関自工） （防大職員） （ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ･ｻﾝﾄﾘｰTG） （住重･YTC） （ダイヤランド）

大野・山森 村上・石田 須藤・麦 阿部・福島 久保・龍岡

（ＹＴＣ） (米海軍横基･住重) (GNF-J･LTT) （ダイヤランド） （ダイヤランド）

大野・山森 宝崎・高橋 麦・浜野 佐々木・嘉山 飯島・福島

（ＹＴＣ） (防大職員) (ｻﾝﾄﾘｰTG･YTC) (仲山TC) （ダイヤランド）

田中・原 宝崎・高橋 市川・岩渕 佐々木・嘉山 飯島・福島

（ダイヤランド） (防大職員) (防大職員･海自横須賀) (仲山TC) （ダイヤランド）

回 年度 一般男子 男子35才以上 男子45才以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65歳以上

内田・雅楽川 宝崎・高橋 市川・岩渕 相馬・高橋 福島・飯島 久保・田辺

(UL　SPORTS) (防大職員・久里浜硬式) (防大職員・海自横須賀) (JVC) （ダイヤランド） （ダイヤランド）

田中・原 宝崎・高橋 徳田・蜂谷 高崎・犬塚 飯島・福島 浜岡・田辺

（ダイヤランド） (防大職員・久里浜硬式) (市役所・ﾛﾋﾞﾝｿﾝTG) （ダイヤランド） （ダイヤランド） （ダイヤランド）

河内・若松 山本・萓森 徳田・加藤 坂本・嘉山 福島・飯島 瀧嶋・清水

(葉山TC) (ロビンソンTG) (市役所・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (米海軍・NTC) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞTC) (葉山TC)

回 年度 一般男子 男子35才以上 男子45才以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65歳以上 男子70歳以上

佐藤・若松 山本・萓森 奈良・五十嵐 犬塚・高崎 伊比・浜野 黒田・菊池 落合・田辺

(葉山TC) (ロビンソンTG) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ｼﾞｮｲﾌﾙ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ダイヤランド)

高浜・若松 佐藤・瀬川 石村・南 高崎・奈良 黒田・福島 菊池・樋口 落合・田辺

(葉山TC) (葉山ＴＣ) (ＯＳＣＡＲⅡ) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・上郷GH) (ダイヤランド)

回 年度 男子上級 男子35才以上 男子40才以上 男子45才以上 男子50以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65歳以上 男子70歳以上

宇賀神・谷 二之宮・笹木 檜山・馬賀 高崎・奈良 浜野・伊比 高橋・黒田

(エムジール) （ＹＴＣ） (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ﾗﾊｲﾅ) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド)

古我・石川 馬賀・山本 田原・相吉沢 網代・浅葉 伊比・萩原 重松・磯山 安原・小松

(リエゾンＴＧ) （ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ﾘｴｿﾞﾝ） (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ハイランド・在住)

古我・石川 瀬川・古賀 菊池・佐多 三上・吉田 相原・島原 萩原・高崎 重松・磯山

(リエゾンＴＧ) （ＪＶＣｹﾝｳｯﾄﾞ） (ダイヤランド) (ＵＬＳＰＯＲＴＳ) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド)

若松・峯 菊池・佐多 馬賀・山本 相原・島原 仲田・萩原 重松・磯山 千葉・山下

(葉山ＴＣ) （ダイヤランド） (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ﾘｴｿﾞﾝTG) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド) （在住・在勤）

宇賀神・高浜 笹木・植松 鈴木・沖川 瀬川・古賀 泉・加藤 高橋・萩原 稲田・浅見 仲田・磯山

(ｴﾑｼﾞｰﾙ・潮風) （ＹＴＣ・ソレイユ） （葉山ＴＣ・在住） (ＪＶＣケンウッド) (ｴｶﾞﾘﾃ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ダイヤランド) (海自横須賀) （ダイヤランド）

鈴木・林 山崎・吉原 菅沼・田中 檜山・川島 網代・浅羽 加藤・泉 重松・萩原 仲田・磯山

(葉山ＴＣ) (ＹＴＣ) (ｿﾚｲﾕ・湘南信金) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (ダイヤランド) （ダイヤランド）

回 年度 男子上級 男子35才以上 男子40才以上 男子45才以上 男子50以上 男子55才以上 男子60才以上 男子65歳以上 男子70歳以上 男子75歳以上

藤田・櫻井 草川・井上 菅沼・田中 川島・檜山 泉・加藤 網代・高崎 龍岡・田辺

(エムジール) (JVCｹﾝｳｯﾄﾞ) (在住・湘南信金) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (ダイヤランド) (在住・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ)

宇賀神・高浜 小田・関 田中・佐藤 佐々木・高橋 川島・檜山 宝崎・森下 高崎・網代 小川路・斉藤 千葉・山下

(エムジール) (市教職員・葉山TC) (湘南信金・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ｿﾚｲﾕ・久里浜硬式) (在住・どろかめ) (防大職員) (どろかめ) (OSCARⅡ) (在住・在勤)

魚住・村上 津田・真保 植松・出井 山森・笹木 川島・檜山 加藤・泉 高崎・網代 仲田・磯山 福島・飯島

(葉山ＴＣ) (海自横須賀・B&R) (ｿﾚｲﾕTT・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ＹＴＣ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・どろかめ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (どろかめ) （ダイヤランド） (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・在住)

古我・鈴木 山崎・吉原 上野・秋吉 馬賀・笹木 中曽根・雨宮 相原・島原 萩原・柳井 吉嶺・重松 中井・藤井

(welldone) （YTC) （NTTﾄﾞｺﾓ・ｿﾚｲﾕ） （ﾗﾊｲﾅ・ＹＴＣ） （どろかめ） （ダイヤランド） （ｼﾞｮｲﾌﾙTD・ｿﾚｲﾕ） （ジョイフルＴＤ） （在住）

54 1981 不成立

55 1982

92 2019 不成立

56 1983

57 1984 不成立

1991

65 1992

61 1988

62 1989

68 1995

69 1996

89 2016 不成立 不成立 不成立

2013 不成立 不成立

不成立不成立 不成立

不成立

87 2014

不成立84 2011

不成立85 2012

横須賀市民体育大会　歴代優勝者　（１／４）

50 1977

51 1978 不成立

52 1979

53 1980

不成立

64

63 1990 〃

58 1985

59 1986

60 1987

不成立

66 1993

67 1994

72 1999

73 2000

70 1997

71 1998

74 2001

75 2002

76 2003

79 2006

80 2007

77 2004

78 2005

91 2018 不成立

90 2017 不成立

88 2015

81 2008

82 2009

83 2010

不成立

不成立

不成立

86
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回 年度 一般女子
中村・広川

（防大）
手塚・手塚

（ハイランド）
永野・中村
（大津ク）

久保・藤田
（葉山Ｇ）

葉山・佐野
（鷹取）

菊池・ｼﾞｬﾝｾﾝ
（ハイランド）
中村・七海
（横須賀レ）
手塚・手塚

（ハイランド）
中村・菊池

（あすなろ・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ）

永野・小林
（あすなろ）
中村・菊池

（あすなろ・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ）

中村・菊池
（あすなろ・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ）

中村・平野
（あすなろ・津久井浜G）

中村・大橋
（あすなろ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ）

回 年度 一般女子 女子40才以上
望月・鳥居 津田・深井

（津久浜G・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ） （KMTC）
菊池・菊池

（ハイランド）
菊池・菊池

（ハイランド）
望月・鳥居

（YSC・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ）
菊池・尾形

（ハイランド）
中村・岡上

(ダイヤランド)
村山・若林

（ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・YTC）
二瓶・牧田

（YTC・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ）
菊池（理）・菊池（節）

（ハイランド）
望月・菊池

（YSC・ﾊｲﾗﾝﾄﾞ）
若林・二瓶

（YTC）
石井・河田 中村・津田

(ダイヤランド) (ダイヤランド)
回 年度 一般女子 女子50才以上

石井・河田
(ダイヤランド)
土屋・稲木

(関自工･ﾊｲﾗﾝﾄﾞ)
望月・福田

(横浜ｽﾎﾟｰﾂﾏﾝ・SCｱｸｱ)

久我・古谷
(葉山TC)

久我・古谷
(葉山TC)

回 年度 一般女子 女子45才以上
稲木・三角

(ﾊｲﾗﾝﾄﾞ・YTC)
鈴木・萩野 加藤・安原

(ダイヤランド) (ダイヤランド)
回 年度 女子上級 女子40才以上 女子45才以上 女子50才以上 女子55才以上

中川・二瓶 田原・石川 池田・三浦 小澤・龍岡
(YTC) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (ダイヤランド)

五島・岡崎 田原・上村 時田・糠沢
(YTC) (ダイヤランド) (YTC・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ)

原田・星 安原・津田
(在住・YTC) (ダイヤランド)

原田・星 石川・安藤 星野・古庄 小林・森谷
(在住・YTC) (ダイヤランド) (葉山TC・OSCARⅡ) (葉山ＴＣ)

山村・関 田原・石川 小泉・上村 安原・加藤
(ＹＴＣ・葉山ＴＣ) (ダイヤランド) (ｴｶﾞﾘﾃ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ)

山村・関 安藤・宇多 上村・小泉 伊藤・森谷
(OSCARⅡ・葉山TC) (在住) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (在住・葉山TC)

横山・林田 萩野・二瓶 柴崎・星野 田原・上村
(ULSPORTS・ﾗﾊｲﾅ) (ｿﾚｲﾕ・ＹＴＣ) (ＯＳＣＡＲⅡ) (ダイヤランド)

小林・中川 山川・中野 山村・山下 柴崎・星野
(ラハイナ・ＹＴＣ) (ｴﾑｼﾞｰﾙ・ｸﾞﾘｯﾄﾞ) (ＯＳＣＡＲⅡ) (ＯＳＣＡＲⅡ)

魚住・牛島 山川・宇田 山村・山下 大原・海野
(横須賀学院) (ｴﾑｼﾞｰﾙ) (ＯＳＣＡＲⅡ) (ｿﾚｲﾕTT・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ

回 年度 女子上級 女子40才以上 女子45才以上 女子50才以上 女子55才以上 女子60才以上
小林・井根 松田・石田 山川・宇多 山村・山下 星野・新田 池田・中村
（ラハイナ） （ＯＳＣＡＲⅡ） （エムジール） (ＯＳＣＡＲⅡ) （ＯＳＣＡＲⅡ） （ｴｶﾞﾘﾃ・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

89 2016 不成立

不成立

55 1982

56 1983

57 1984

1990

58 1985

59 1986

60 1987

61 1988

62 1989

63

92 2019

不成立

68 1995 〃

69 1996

50 1977

51 1978

52 1979

53 1980

54 1981

64 1991

65 1992

66 1993 〃

67 1994 〃

〃

70 1997 〃

71 1998 〃

72 1999 〃

73 2000 〃

79 2006

76 2003

77 2004

78 2005

74 2001 〃

75 2002

〃

〃

不成立

〃

横須賀市民体育大会　歴代優勝者　（２／４）

2012 不成立 不成立 不成立

84 2011 不成立 不成立

83 2010 不成立

81 2008 不成立

80 2007

〃

91 2018 不成立

90 2017 不成立

85

82 2009

87 2014 不成立

86 2013 不成立

88 2015

R03-00-02市民プログラムR6



回 年度
回 年度 混合上級 混合100才以上 混合110才以上 混合120才以上

関・関 村上・鈴木 菊池・福田
(ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド)

古我・吉岡 村上・鈴木 浅葉・石井 菊池・福田
(リエゾンTG) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド)
田中・萩野 山森・長澤 網代・田原 菊池・福田

(湘南信金・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (ＹＴＣ) (ダイヤランド) (ダイヤランド)
津田・白河 檜山・上村 小野・二瓶 萩原・安原

(ＵＬＳＰＯＲＴＳ) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ＹＴＣ) (ダイヤランド)
津田・白川 菊池・有馬 浅葉・海野 萩原・安原

(ＵＬＳＰＯＲＴＳ) (ダイヤランド) (ダイヤランド) (ダイヤランド)
中田・富田 山本・黒木 檜山・上村 斎藤・神野

(リエゾンTG) (リエゾンTG) (ダイヤランド) (OSCARⅡ・在住)

中田・富田 佐々木・大野 檜山・上村 加藤・加藤
(リエゾンTG) (ＹＴＣ) (ダイヤランド) (エガリテ)

回 年度 混合上級 混合100才以上 混合110才以上 混合120才以上 混合130才以上
菱沼・小林 菊池・山村 稲岡・星野 加藤・加藤 磯山・糠沢
(ラハイナ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・OSCARⅡ) (OSCARⅡ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (ダイヤランド)
鈴木・鈴木 依田・杉山 浅葉・海野 島原：池田 磯山・平田
(葉山ＴＣ) (エムジール) (ダイヤランド) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・ｴｶﾞﾘﾃ) (ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ・在住)
鈴木・鈴木 米山・津田 三上・松田 浅葉・海野 斎藤・神野
（葉山ＴＣ） (海自横･ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (OSCARⅡ) （ダイヤランド） (OSCARⅡ・ｼﾞｮｲﾌﾙ)

91 2018

92 2019

89 2016

90 2017

87 2014

88 2015

85 2012

86 2013

横須賀市民体育大会　歴代優勝者　（３／４）

83 2010 不成立

84 2011
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回 年度 少年18才以下 少年15才以下 少年12才以下 少女18才以下 少女15才以下 少女12才以下

手壌・小林
（野比中）

広川・斉藤 清水・国分 小松崎・近藤 貞光・三河
（県横須賀高） （野比中） （逗葉高） （野比中）

54 1981 不成立 不成立 〃 不成立 不成立 〃
坂入・谷口 加藤・岸 塚田・平山 関・林 吉田・川井 折田・岩崎

（県横須賀高） （野比中） （YTC） （YTC） （YTC） （フリー）
少年18才以下 少年16才以下 少年14才以下 少女18才以下 少女16才以下 少女14才以下

新倉・増田 白戸・石川 早川・菱沼 吉田・安部 塩入・八木 山下･後藤
（大楠） （YTC) （野比中） （YTC） （日産） （野比中）

少年18才以下 少年15才以下 少女18才以下 少女15才以下
白戸・白戸 内山・内山 吉田・安部 佐藤・山田

（YTC） （フリー） （YTC） （野比中）
白戸・金子 佐藤・川井

（YTC・県横須賀高） （YTC）
白戸・藤崎

（YTC）
添田・原田
（久里浜高）
内田・内田

（津久井浜高・初声高）

田村・花井 井野・岩田
（岩戸高） （津久井浜高）
松元・大内 菊池・菊池
（逗子高） （大津高）
俵山・前田 木村・小森

（県横須賀高） （久里浜高）
石井・小磯 佐藤・小林
（久里浜高） （久里浜高）
鈴木・笠井 関口・木村
（岩戸高） （初声高）
益子・矢野 竹上・荒木
（大楠高） （久里浜高）
広川・吉澤 佐藤・鈴木
（岩戸高） （久里浜高）
飯島・三石 吉田・桑原

（市横須賀高） （岩戸高）
小沢・安西 菅原・東

（市横須賀高・横須賀学院） （逗葉高）
斎藤・石井 森谷・松田
（ﾏﾘｱ･ﾙｰ） （津久井浜高）
鈴木・正木 森谷・桜井

（津久井浜高） （津久井浜高）
菅原・若松
（逗葉高）

長谷川・大内 W･ｽﾋﾟｱﾏﾝ･狩野 吉田・高橋 大津･大津
（YTC･関東六浦高） （Ｍ．Ｙ） （初声高） （Ｍ．Ｙ）

森・渥美 ｳｲﾘｱﾑ.S・柳井 西井・林田
(ｼﾞｮｲﾌﾙ) (M.Y) (追浜高)

渥美・江刺家 吉田・尾崎 岩崎・笠間 角田・岩淵
(ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ) (葉山TC) (久里浜高) (緑ｹ丘女子高)

佐々木・村杉 吉田・尾崎 吉田(琴)・吉田(智)
(久里浜高) (葉山TC) (三浦臨海高)

佐々木・小野寺 吉田・尾崎 永島・関澤
(久里浜高) (葉山TC) (湘南学院高)
内田・斉藤 吉田・尾崎 横山・山口 長谷川・田中

(湘南学院高) (葉山TC) (UL SPORTS) (UL SPORTS)
吉田・尾崎 内田・福原
(葉山TC) (湘南学院高)

吉田・尾崎 内田・福原
(葉山TC) (湘南学院高)

谷口・浜田 山田・鈴木
(逗葉高) (湘南学院高)

氏原・濱田 魚住・臼井
(逗葉高) (葉山TC)

樋口・町田 魚住・臼井
(YTC・横須賀総合高) (葉山TC)

山下・木部 加治屋・斎藤
(横須賀総合高) (ＹＴＣ)

塩野・北岡 西ケ谷・水上
(横須賀学院・在住) (横須賀学院)

少年18才以下 少年15才以下 少年12才以下 少女18才以下 少女15才以下 少女12才以下
湊・佐藤 佐藤太耀 秋元健太郎 齋木・平野 小早川栞南 内山詠
(葉山ＴＣ) (葉山ＴＣ) (葉山ＴＣ) (湘南学院) (諏訪小学校) (葉山ＴＣ)
平井・堂地 高橋栄吉 金巻武秀 宝田・北野 大野未菜実 宮亜美

(横須賀学院) (YTC) (葉山TC) (追浜高校) (YTC) (ラハイナ)
一ツ谷・今野 岡本歩 玉熊将太 魚住・佐藤 杉村舞夏 石井綾夏
(湘南学院) (浦賀中) (津久井小) (葉山ＴＣ) (ＹＴＣ) (葉山ＴＣ)

少年18才以下 少年15才以下 少年12才以下 少年10才以下 少女18才以下 少女15才以下 少女12才以下 少女10才以下
今野・北見 稲葉太郎 稲垣勇悟 米良悠誠 服部・荒木 秋吉美夜 米良成未 森ひかり
(湘南学院) (ＹＴＣ) (葉山ＴＣ) (葉山ＴＣ) (追浜高校) (ソレイユ) (葉山ＴＣ) (ＹＴＣ)
西前・川戸 松崎司 小林陽輝 渡邉南 花上・三島 中村直央 辻本羽菜 小林穂花

(横須賀学院) (ＹＴＣ) (ＹＴＣ) (ＹＴＣ) (横須賀総合・ﾗﾊｲﾅ) (ＹＴＣ) (葉山ＴＣ) (ＹＴＣ)
谷・稲葉 小林陽輝 中村孝佑 ﾛｼﾞｬｰｽ直輝 中村・森 新井優月 森ひかり 別所玲奈

（横須賀総合） （ＹＴＣ） （ＹＴＣ） （リエゾンＴＧ） （ＹＴＣ） （葉山ＴＣ） （ＹＴＣ） （リエゾンTG)
92 2019

89 2016

〃

82 2009

〃

〃

91 2018

90 2017

88 2015

83 2010 〃

〃

〃

〃

84 2011

87 2014

86 2013

〃

85 2012 〃

2002

2003

2004

2008 〃

〃

2006

80 2007 不成立 不成立

81

79

2005

〃

74

不成立

70

71

72

73

〃

75

76

77

不成立

〃

1997

2001

〃

〃

1998

1999

2000

〃

78

〃

〃

1994

1995

1996

〃〃

〃

〃68

69

〃

〃

〃

66 1993

〃

〃

67

〃

1989

1990

〃

〃1991

1992

〃

〃

62

63

64

65

61 1988 〃 〃 〃

60 1987 〃 〃〃

〃

〃

〃

横須賀市民体育大会　歴代優勝者　（４／４）

52 1979 不成立 不成立 不成立 不成立 不成立

〃

58 1985 不成立

〃59 1986

1980

55 1982

56 1983

53 未実施

57 1984

不成立

不成立 〃

〃

不成立
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