
関前サッカークラブ
あゆみ



昭和５９年度（１９８４年度） “関前南サッカー少年団”
発足

３月に“関前南サッカー少年団”発足 設立のお知らせ配布
当初は、学校内の組織として設立。 指導者は、学校の先生６名
関前南小 大野寛治校長先生の肝いりで
「荒れつつある時代に覇気のある子供づくり」をめざし、学校ぐるみでサッカー活動に取
り組む。

☆団設立当初の主旨
関前地域の子供にサッカーの楽しさと技術を教え、併せて地域の子供達と親善と交流を
図り、健全な心と体の成長を期す。
☆目標
◎みんな仲良く楽しいチーム
◎真面目に頑張り上手なチーム

☆キャッチコピー
「明日のキャプテン翼は君だ！はばたけ関前、輝けサッカー」

深沢監督 ・三浦会長



４月・・・府中６小より関前南小へ佐藤喜重郎先生(後の監督) が赴任。
佐藤先生は、赴任と同時に３年生を担当。
しかし、全てが学校の枠の中でのバックアップの為、思いもかけない制約があった。
学校内の組織の為活動は学内での練習と市の大会参加のみしか許されなかった。
他県はもちろん、都内の他市の好チームとの交流もできなかったし、日曜日の練習も行え
なかった。

昭和 ６０年度（１９８５年度）
卒団生 20名□

☆当時のエピソード(佐藤喜重郎先生)
「サッカーを始めたばかりの子供達に、府ロクや富士見ヶ丘
の
素晴らしいサッカーを見せてやる事が出来なかったんです。
それで当時担当していた３年生だけを連れて府ロクや富士見
ヶ
丘、東大和へ出かけました。とにかくキックオフの時、子供
達
がセンターサークルを囲んだんです。笑い話みたいですが本
当
です。さすがに相手チームの子供達もびっくりしていまし
た。」第１期 卒団生

吉川尚武 ・榎本康二・榎本毅・塚越拓史・高野靖幸・佐々木架治・渡辺博章
名古屋友則・五ノ井裕一・菊地岳史・四宮憲一・竹内健・松本武志・ 米津一樹
山本匡哉・小野塚昌樹・橋本孝信 出口将博 ・佐藤安弘・豊島洋介



昭和６１年度（１９８６年度）
卒団生１６名 ・ 卒団総人数３６名□

第２期 卒団生
大戸栄作・柳澤雅則・豊島隆之・青山仁・鶴見孝二・中村覚・実川仁
黒川誠・堀口智史・戸田充・岩井優作・島田健一・榎本史紀・村永恭之
福原功三・原業

４月・・・社会教育のスポーツ少年団として発展的な再出発をする。
子供達のより良い、より自由な活動の為に、そして団がより広がりレベルアッ
プするために地域に根ざした社会教育の団体に移行した。
入団費…1,000 円，月会費…500 円練習日…火・木・土

６月・・・キックオフＮｏ．１発行
キックオフの前は「Soccer 関前南」という活動予定が定期的に配布されていた。

８月・・・合宿開催
学校主催で合宿が行われた。（後援…関前南サッカー少年団）
宿泊場所は長野県豊科町ビレッジ安曇野豊科県民運動広場
第一日目昼食後、避難訓練も行っていた。

１２月・・・第１回関前南招待大会開催
２６日…３･５年。 ２７日…４･６年。
会場はしろがねと関前南小。

昭和 ６２年度（１９８７年度）
卒団生１２名 ・ 卒団総人数４８名□

第３期 卒団生
島田明・菊地洋史・稲田真一・中村光宏・佐々木一成・望月海主・長沢彰
高沢裕司・五十嵐信夫・三浦友光・祖山良介・岩井英樹



武蔵野５小・保谷２小の子も加わる。 団小３～小６まで６０人。活動は火･木･土の
練習。

“コスモフレンドリーリーグ”連盟発足
取材を受けた団紹介の記事には

「規模は小さいがサッカーの夢はワイド」「健全な発展を続けて注目度№
１」
などと紹介されている。

現在も使用している「なんてったってsoccerSEKIMAE」 Ｔシャツを考案し

作成。

昭和 ６３年度（１９８８年度）
卒団生１１名 ・ 卒団総人数５９名□

当時大ヒットしていた小泉今日子が歌う
「なんてったってアイドル」からヒントを
得た。

第４期 卒団生
青山有光・榎本辰紀・三浦廣幸・佐藤純朗・宮木公史・萩原英樹・勝田晴之
保谷紀行・関成統・加藤直人・宮崎謙介

６年：武蔵野市お別れ大会 準優勝



平成２年度（１９９０年度）
卒団生６名 ・ 卒団総人数８３名□

第６期 卒団生
石井克也・田代雅人・杉山雅彦・高橋薫・寺川陽一郎・布川岳史

団長の役員職をつくる・・・桜井一凪
団長

平成 元年度（１９８９年度）
卒団生１８名 ・ 卒団総人数７７名□

第５期 卒団生
荒牧治・谷内将漬・高梨由啓・田口大介・山本綾祐・平野孝行・森壮久
浅井陽介・伊野陽・塚越京司・四宮和幸・佐々木智生・岩井琢哉・深沢竜治
大戸義三・藤野洋二・佐藤喜一・柳内康平

６年：武蔵野市 冬の大会優勝



１ ･ ２年生の募集を開始
小１…３５人、小２…２０人が集まり、総勢９２人となる。

平成 ３年度（１９９１年度）
卒団生８名 ・ 卒団総人数９１名□

第７期 卒団生
福冨武史・桜井喜久雄・木村正・村永卓之・佐藤元哉・早川亮・大瀬慎太郎
吉田聖

平成 ５年度（１９９３年度）
卒団生１０名 ・ 卒団総人数１０８名□

第９期 卒団生
栗田一正・細金悟・徳山宏・松本和也・上西宏一・島田剛司・星裕介
今茂洋・松田皓平・萩原武夫

平成 ４年度（１９９２年度）
卒団生７名 ・ 卒団総人数９８名□

第８期 卒団生
高橋耕一・廣田周作・川島雅彦・大久保亮太・浅野紀茂・佐々木敬史・大谷健

６年：武蔵野市 お別れ大会優勝

６年：武蔵野市 お別れ大会準優勝



平成７年度（１９９５年度）
卒団生１３名 ・ 卒団総人数１３７名□

第１１期 卒団生
石井淳司・神野弘樹・高山雄介・田畑裕一・閑野義一・松田直也・栗田真吾
伊藤航・杤本元樹・久保田聡平・辻本和樹・服部俊亮・野方恵一

団名称

「関前サッカー少年団」 に

団員数は、１年３８人、２年３８人、３年３８人、４年２７人、５年２８人、６
年１３人。

計１８２人と大所帯！

10 周年 !!

平成６年度（１９９４年度）
卒団生１６名 ・ 卒団総人数１２４名□

１０周年記念行事として、第１回関前南ＯＢ対抗サッカートーナメント 開催。
結果は、大学チームを２対３で破り、中学２年生主体チームの勝利となった。
当日は、６０名以上の卒団生が集まりまし

木曜日の練習がなくなり、火･土練習となる。

第１０期 卒団生
柴田雄悦・柳澤裕二・庄司大輔・西俣成彬・尾林潤一・大久保竜馬
吉田嵩・小島仁・鬼頭啓介・東純平・小原太一・石田晃教・杤本勇樹
長田圭佑・薦田武則・藤井航

６年：武蔵野市 冬の大会準優勝



平成８年度（１９９６年度）
卒団生２１名 ・ 卒団総人数１５８名□

第１２期 卒団生
大坪航・大瀬繁明・早川淳・小林亨太・河野航・筑紫真人・高橋恵一
石橋拓郎・久田薫・三宅輝・向笠大悟・中島健介・宮寺渉平・上西良治
松浦広太・伴幸一郎・芦埜佑也・當山雄士・井澤孝祐・石川翔太
飯塚拓郎

平成 ９年度（１９９７年度）
卒団生１４名 ・ 卒団総人数１７２名□

団長変更 新団長青山一夫

のびのび自由なドリブルサッカー。子供たちの良い所
を
伸ばそう、見つけよう、サッカーの好きな子供を育て
よ
う。勝利することよりチームワークを大事に関前サッ
カ
ーとは何か、いつも心に止めておいて下さい。

第１３期 卒団生
閑野清貴・佐野祥平・野方真一・宮坂勇貴・田胡宏樹・桜井達也・吉田實
高橋昴大・仁井田裕己・福冨雄治・辻本知樹・中村愛・榎本慎二・伊藤修人

４年：武蔵野市 あすなろ大会準優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会準優勝
６年：１４ブロック日産カップ優勝・新人戦優勝



平成１０年度（１９９８年度）
卒団生１４名 ・ 卒団総人数１８６名□

第１２回合宿
この年、１１年間利用してきた安曇野から群馬県嬬恋村に変わった。
宿泊は、シャトレットシリウス。

第１４期 卒団生
高橋壮威・大坪梓・三溝修平・新野皓紀・池内俊介・中村洋平・三宅翼
滑川博礼・水上祐紀・芦埜大希・長谷川賢人・小林俊之・小田原俊介
小平篤

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
６年：武蔵野市 夏の大会優勝

平成 １1 年度（１９９９年度）
卒団生１０名 ・ 卒団総人数１９６名□

第１５期 卒団生
相崎洋佑・高倉恒太・平瀬戸悠貴・阿部修登・高田泰輔・古市孝平
小野原真久・中島航・佐藤正人・中村純

第１３回合宿
東海カップ少年サッカー大会に参加。
東海大学嬬恋高原研修センターに３泊４日で行った。

６年：武蔵野市 冬の大会準優勝



小島監督
前監督の教えと私のつたない経験をふまえ、地域の子供たちにサッカーを通し
て、
将来への財産を残してやれればと思っています。

船木団長
卒団し、成人したＯＢ達がコーチとして参加してくれ、コーチの数も増え、組
織
としてもしっかりとしたものにする必要があります。新役員が力を合わせてク
ラブ
をより良いものにしていくため、少しでも力をつくせたらと考えています。

「関前サッカークラブ」に
名称変更と同時に規約も変更し、女子も入団できることとした。
会長・団長・監督新体制

平成 １２年度（２０００年度）
卒団生２６名 ・ 卒団総人数２２２名□

青山会長
君達が卒団して、中、高とサッカを楽しめるように、大学、社会人になっても
サ
ッカーが楽しめるように、また関前に帰って来れるように関前サッカークラブ
を作
ります。小学生から大人まで楽しくサッカーを続けることができるようにした
いの
です。今年がその一歩になります。みんなも私に負けないようにガンバレ！

第１４回合宿宿泊場所…嬬恋村『ら・ルーナ』

第１６期 卒団生
橋詰龍・辻岡雄太・塩沢辰志・渋谷淳・三村佑翔・荒木竜太・井口辰弥
原大悟・小野茂樹・片岡直也・加藤正博・加納直樹・川崎浩平・肥沼俊平
小林良平・桜井信也・島岡大和・清水景・高橋啓斗・武田直樹・大保佑輔
西川智也・中島拓郎・林宏樹・山下貴宏・山下雅宏

６年：武蔵野市 夏の大会準優勝
武蔵野市 冬の大会優勝
武蔵野市 お別れ大会優勝
１４ブロック全日本 第３位



第１６回合宿
長野県菅平高原にて合宿

平成 １４年度（２００２年度）
卒団生１８名 ・ 卒団総人数２４９名□

第１８期 卒団生
高橋広樹・高橋遼介・岩渕良太・澤井明彦・小谷野雄大・鈴木淳平・森淳朗
西川健太・佐藤大志・布田義成・野澤拓・塩沢駿・土屋祐樹・藤木元気
大橋賢吾・高橋大輔・尾形十基・渡部真弥

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
６年：武蔵野市 夏の大会準優勝

武蔵野市 冬の大会優勝
武蔵野市 お別れ大会優勝

平成 １３年度（２００１年度）
卒団生９名 ・ 卒団総人数２３１名□

第１７期 卒団生
斉藤竜人・福元健朗・小田原陽介・安達拓郎・岡庭拓実・尾形修平・金未宇
川島勝成・水上直紀

６年：武蔵野市 夏の大会準優勝
武蔵野市 冬の大会準優勝



４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会優勝
６年：武蔵野市 冬の大会準優勝

武蔵野市 お別れ大会優勝
１４ブロックフェアプレーカップ３位
日産カップ３位

平成 １５年度（２００３年度）
卒団生１５名 ・ 卒団総人数２６４名□

第１９期 卒団生
中野太夢・今泉幸一郎・山高大介・中村建介・橋詰慎・武田卓・佐々木翔也
橋本勇樹・大森一徳・島岡拓也・金井至更・ランセットマイケル・安達大輔
坂井雄一・白鳥琢磨

関前ユニフォーム
定番になった(?)ピンクユニフォーム作成。

平成 １６年度（２００４年度）
卒団生２３名 ・ 卒団総人数２８７名□

第２０期 卒団生
渡嘉敷悠生・馬場一嘉・岩渕真奈・佐々田恒彦・空元雄喜・三村湧・白井耕平
原玄・石塚善也・宮寺哲平・田村勇貴・東聖・三上竜星・井口顕吾
寺嶋英貴・榎本優太・香川恒介・武藤史彬・飯野哲平・国行玄土・矢澤幸宗
関篤志・水野天河

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
６年：武蔵野市 お別れ大会優勝

１４ブロック全日本予選 ３位
さわやか杯 優勝



平成１７年度（２００５年度）
卒団生２５名 ・ 卒団総人数３１２名□

第２１期 卒団生
金未温・伊藤隼・橋詰晃・山脇穂高・丸山正悟・長谷川秀人・船倉拓海
大野瑞生・加藤拳太・縄田三佳・堀場啓太郎・秋山大地・井関伸一・土屋和輝
吹春峻聡・杉浦拓朗・川元優我・金井祐城・福井雄樹・川名文悟・花形佳紀
高森寛章・鹿内源・関悠樹・島崎嵩大

５年：武蔵野市 ５年生大会優勝
６年：武蔵野市 夏の大会 優勝

冬の大会 優勝
お別れ大会優勝



４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会 優勝
６年：武蔵野市 夏の大会 準優勝

お別れ大会 準優勝
１４ブロック住信カップ準優勝

平成 １９年度（２００７年度）
卒団生２６名 ・ 卒団総人数３５０名□

第２３期 卒団生
保谷拓実・辻野良太・則竹裕介・遠藤優太・吉田勇希・大森光喜・船倉康平
西川拓未・井上燿・吹春雄章・佐野朗人・久保涼太・藤木龍平・後藤良輝
鈴木新・原田真知・木川翔生・松井聖・大野遥河・芦田悠・丸田知哉
中田優哉・熊田洸遥・前田啓志・鈴木晴大・加藤千夏

第２２期 卒団生
長倉拓也・伊藤颯・新野瑛紀・井上大地・坂本豪・吉澤圭悟・鵜川怜
高橋伯安・藤原修平・石川未来・宮路裕己・竜崎海斗

平成 １８年度（２００６年度）
卒団生１２名 ・ 卒団総人数３２４名□

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会 優勝
６年：武蔵野市 夏の大会準優勝

冬の大会準優勝
お別れ大会優勝
１４ブロックフェアプレーカップ ３位
住信カップ優勝



第２４期 卒団生
伊藤嘉一・伊達翼・石川陸・岩城翔太・関根有也・山脇颯馬・小澤貴輝
新妻尚久・徳田達也・秋山涼亮・廣田繁・大原圭・風間慧・小泉耕助
小塩銀河・村吉一朗・岡崎弦太・高橋邦聡・吉田寛人・井沼田祐基・竹田友貴
種村健一

平成 ２０年度（２００８年度）
卒団生２２名 ・ 卒団総人数３７２名□

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会 優勝
６年：武蔵野市 夏の大会 優勝

冬の大会 優勝
お別れ大会 準優勝
１４ブロックフェアプレーカップ 優勝
住信カップ準優勝



平成２１年度（２００９年度）
卒団生２６名 ・ 卒団総人数３９８名□

第２５期 卒団生
松本真弥・伊藤光紀・澤井晶・戸田一汰・吉田真楠・佐藤海渡・辻悠利
平野大祐・佐藤海斗・山崎悠河・五十嵐翔・吉野大悟・杉浦徹大・大友悠一郎
織田敦暉・柿原彰吾・江中竣哉・長倉稔里・土方宏太・岡崎菜緒子・島崎智成
井上花・相原克哉・土方康継・ピーダーセン世穏・森下悠希

東京都教育委員会より、地域育成団体表彰の部で、
感謝状を頂く。
当時、関前南小学校の近藤校長先生から武蔵野市
への推薦を頂いたのがきっかけ。
賞状は、南小２階に飾って頂いている。

４年：武蔵野市 あすなろ大会優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会 優勝
６年：武蔵野市 夏の大会 優勝

冬の大会 準優勝
お別れ大会 準優勝
１４ブロック全日本予選 優勝
住信カップ準優勝



東日本大震災
東日本大震災の義援金をクラブ内で募る。
２日間で ¥163,852 が集まり、市サッカー協会へ取りまとめ願う。

第２６期 卒団生
松本朔弥・山本嶺・田島亮太・中川宗久・斉藤七海・桑名悠生・袴田塁
牧野耕二郎・冨田力哉・澤藤舜・大友捷一郎・朝倉徹大・小塩悌弥・村吉拓朗
鈴木喜丈・倉澤輝巳・沼島稜・秋葉優輝・宇野友祐

平成 ２２年度（２０１０年度）
卒団生１９名 ・ 卒団総人数４１７名□

５年：武蔵野市 ５年生大会 優勝
６年：武蔵野市 夏の大会 準優勝

冬の大会 準優勝
お別れ大会 準優勝

平成 ２３年度（２０１１年度）
卒団生１９名 ・ 卒団総人数４３６名□

第２７期 卒団生
平野秀大・松井建・山脇魁竜・野口泰誠・井上颯・熊田大地・鈴木晶彦
中田優衣・徳田奈緒・伊藤久遠・笹川和弥・奥村耕成・色摩美広・渡辺侑樹
横川凌大・谷角颯太・岩田峻輔・伊藤美玖・徳井健留

４年：武蔵野市 あすなろ大会 準優勝
５年：武蔵野市 ５年生大会 準優勝



第２８期 卒団生
松本大弥・煙山幹太・瀧ヶ崎遼・伊藤一樹・山田一聖・野村育朗・木村珠黎
石川末来・竹田智輝・立石幸大・松田龍河・小野拓人・髙阪享佑・渋田芳河
与座一朗・大倉陸・松永清太郎・日高大地・中満大介・安藤優紀・滝澤絃太
麻生健灯・岩田昂大

平成 ２４年度（２０１２年度）
卒団生２３名 ・ 卒団総人数４５９名□

４年：武蔵野市あすなろ大会 準優勝
１４ブロックジュニア大会 準優勝 都大会出場

５年：武蔵野市５年生大会 優勝/３位
コスモリーグ 優勝/準優勝

６年：武蔵野市夏の大会 優勝
武蔵野市冬の大会 ３位
武蔵野市お別れ大会 準優勝



平成２５年度（２０１３年度）
卒団生２４名 ・ 卒団総人数４８３名□

第２９期 卒団生
遠藤拓海・中川宜久・野口照英・平野貴大・佐藤真翔・袴田凌・大友隆一郎
町田晴紀・宮路隼平・樋口海成・久保大哉・藤井一成・玉川昂勢・野田祐成
小山遼・朴建雨・横川敦大・関根剛・伊藤彩羅・田中康太郎・藤澤倫乃介
大西將太・藤野倫太郎・三浦優馬

平成 ２６年度（２０１４年度）
卒団生１７名 ・ 卒団総人数５００名□

第３０期 卒団生
平野裕太・宮越真皐人・栗原圭佑・林泰司・竹本俊太・毛利和誠・木川新生
安藤尚紀・杉井咲斗・大河原紳太郎・色摩朋佳・小林寛大・大関諒真
内田マウロ諄・高橋玄・田代純一郎・小松海優

４年：武蔵野市あすなろ大会 準優勝
１４ブロック ジュニア大会準優勝 都大会出場

５年： 武蔵野市夏の大会 ３位
武蔵野市冬の大会 優勝
コスモリーグ 優勝

６年： 全日本ブロック予選 3位 都大会出場
武蔵野市夏の大会 準優勝/４位
武蔵野市冬の大会 準優勝/３位
コスモリーグ 優勝

５年：武蔵野市５年生大会 優勝 ３位
コスモリーグ 優勝/準優勝

６年：全日本ブロック予選 3位 都大会出場
武蔵野市夏の大会 準優勝/４位
武蔵野市冬の大会 準優勝/３位
武蔵野市お別れ大会 準優勝
コスモリーグ 優勝



平成２８年度（２０１６年度）
卒団生２０名 ・ 卒団総人数５３５名□

第３２期 卒団生
荒木聡太・伊佐一大・石田咲楽・川崎正雄・久保村脩生・近藤多朗・西郷克秀
佐野直輝・澤藤奨・鈴木悠月・関根洸也・薗田泰裕・竹田健剛・竹本周平
内藤光希・名倉文剛・樋口陽海・平野翔太・保宗幹人・山口蓮翔

４年：武蔵野市あすなろ大会 優勝
５年：９ブロックＪＡカップ予選 ４位

武蔵野市わかばリーグ 優勝
コスモリーグ 準優勝
武蔵野市５年生冬季大会 準優勝

６年：武蔵野市冬の大会 優勝
武蔵野市お別れ大会 優勝

第３１期 卒団生
芦沢かりん・小田原圭佑・小野風香・小島佑斗・小林大悟・阪本唯衣
滝澤大佑・武内円蔵・土屋創・鶴田琉聖・浜田航晴・藤井秀治・丸川結也
山口智也・吉村良太

平成 ２７年度（２０１５年度）
卒団生１５名 ・ 卒団総人数５１５名□

４年：武蔵野市あすなろ大会 優勝
５年：武蔵野市５年生夏季大会 ３位

武蔵野市５年生冬季大会 優勝
コスモリーグ 優勝

６年：武蔵野市夏の大会 ３位
武蔵野市冬の大会 準優勝
全日本9ブロック予選 ベスト６



第３４期 卒団生
阿江琳太郎・オノノジュ慶吏・笠井隆汰・川邉千裕・小坂哲也・小鮒俊介
近藤寿仁・鈴木僚介・瀧稜眞・辰巳暁道・趙健辰・富田汐・富田澪
中村泰雅・沼田理央・野本虹汰・三木幸記・村上颯太・諸井蔵ノ介

平成 ３０年度（２０１８年度）
卒団生１９名 ・ 卒団総人数５７１名□

平成２９年度（２０１７年度）
卒団生１７名 ・ 卒団総人数５５２名□

第３３期 卒団生
谷嶋奏太・斉藤誠太朗・大西健太・田中佑樹・寺島新太・勝部大稀・八島勇悟
今井義将・岩部幹大・江幡壮司・毛利心駿・檜垣英之介・三森太誠・中島和優
行本龍ノ介・竹村俊輔・下村幸蔵

４年：武蔵野市あすなろ大会 ３位
５年：武蔵野市わかばリーグ 優勝

９ブロックＪＡカップ ４位
６年：武蔵野市お別れ大会 準優勝

９ブロック三井リハウスリーグ 優勝
全日本少年サッカー大会９ブロック大会 優勝
武蔵野市市長杯冬季大会 準優勝

４年：武蔵野市あすなろ大会 優勝
５年：武蔵野市わかばリーグ 優勝

コスモリーグ前期/後期 優勝
６年：武蔵野市夏の大会 優勝

武蔵野市冬の大会 ３位
武蔵野市お別れ大会 準優勝
Ｔ２リーグ（２部） ３位



平成３１年度（２０１９年度）
卒団生２５名 ・ 卒団総人数５９６名□

第３５期 卒団生
大島康太郎・寺島空翼・山﨑琉翔・岩持聖哉・松永湧士郎・大場大生
服部真之介・アロンズトーマス・伊東晋平・加藤悠・中村葵生・竹本悠人
原蒼馬・加藤惟・齊藤颯・大石珠璃・伊藤弘季・天田悠太・福井壮志郎
小林燿太・大嶋将志・榊鷹山・大戸幹太・宮原啓護・小出健一

４年：武蔵野市あすなろ大会 ３位
５年：武蔵野市わかばリーグ 優勝
６年：武蔵野市夏の大会 準優勝

武蔵野市冬の大会 準優勝
武蔵野市お別れ大会 優勝
Ｔ２リーグ（２部） ８位

令和２年度（２０２０年度）

卒団生 1５名 ・ 卒団総人数６１１名□

第３６期 卒団生
井上京哉・岩部香乃・谷嶋圭悟・松本知隼・山下秀虎・林琉太・中村朔也・寺田悠人・
四ノ宮悠登・佐野志成・今泉真斗・吉澤美優・辰巳昂世・竹村琴美・山田堅心

４年：コスモリーグ 準優勝
５年：武蔵野市わかばリーグ 優勝
６年：武蔵野市冬の大会 優勝

全日本９B大会 ベスト８

コロナ禍非常事態宣言発令により大会中止や活動自粛あり
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