
1期生（07卒） 進藤　真衣　◎ 金沢 8期生 五十嵐　大己　◎ 南下浦 13期生 粟江　倫太郎 池上

2期生 藤本　銀河 南郷 （2014年度卒） 中谷　駿太 武山 （2019年度卒） 飯塚　歩　◎ 公郷

（2008年度卒） 松浦　功　◎ 田浦 6名 遠藤　舞　◎ 神明 12名 小林　駿介 笹下

4名 三谷　郁実 浦賀 風間　梨沙 浦賀 徳永　拓海 松林

熊谷　美幸 池上 松岡　真椰 金沢 本田　一平 大津

3期生 近藤　賢太　◎ 久里浜 古田　渚紗 港南 前澤　真一 久里浜

（2009年度卒） 石井　雄介 衣笠 9期生 小川　航太 岩戸 山崎　太良 岩戸

10名 川島　悟 久里浜 （2015年度卒） 小川　麗也 久里浜 吉野　柊星 岡津

伊達　葉平 野比 13名 小澤　大河 馬堀 石渡　玲奈 神明

阿部　みさき 浦賀 佐藤　光 追浜 上野　夕夏 手広

岩崎　夏季 南下浦 菅谷　俊喜　◎ 岩戸 鈴木　彩也香 松林

臼井　梨奈 不入斗 本間　達也 葉山 宮下　愛香　◎ 久里浜

高梨　暁子　◎ 武山 内田　佳奈 葉山 14期生 内海　詩音 手広

山崎　実和 大道 石渡　瞳 三崎 （2020年度卒） 栗原　舜 手広

渡部　陽子 不入斗 入江　夏子 村岡 9名 飯塚　明日香　※ 公郷

4期生 齋藤　隆真　◎ 久里浜 小林　沙都 神明 小田　あかり　 浦賀

（2010年度卒） 丸山　悠太 久里浜 牧野　莉沙 岩戸 知久　野々香　◎ 釜利谷

7名 横山　泰良 長沢 村本　晴菜 金沢 長峯　野々花 鴨居

石橋　紀子　※ 衣笠 山内　佳夏　◎ 追浜 並木　伶奈 神明

斉木　彩香 池上 10期生 磯崎　浩平 沼間 難波　百合菜 松林

田原　有花　◎ 武山 （2016年度卒） 小澤　健太郎 葉山 横山　珠希 大津

孫田　あさり 池上 8名 古知屋　将吾　◎ 松林 15期生 川原　翔太 鴨居

5期生 阿部　清隆 逗子 戸村　彩風 久里浜 （2021年度卒） 熊野　光将 追浜

（201１年度卒） 中川　裕大　◎ 南下浦 村上　舞衣 大津 7名 鈴木　稜 池上

4名 新倉　秀平 三崎 長濱　夕海香　◎ 沼間 中野　蒼心 中原

服部　優磨 田浦 檜垣 好 岩戸 畠山　優輝 神明

6期生 田島　優也　◎ 金沢 11期生 根来　佑有 手広 山内　孝将　◎ 追浜

（2012年度卒） 藤本　星夜 南郷 （2017年度卒） 畠山　碧斗 神明 青木　梨緒　※ 浦賀

9名 堀池　倫生 田浦 10名 横山　佑羽　◎ 大津

本間　智宏 葉山 石田　彩果 沼間

吉田　寿紀 南下浦 今井　千尋 岡村

臼井　絵理奈 大矢部 坂本　真里那　◎ 富岡

小林　亜衣　◎ 金沢 中沢　りんご 三崎

佐藤　晴美 初声 中野　公美子 平戸

柴田　桃花 常葉 中村　みのり 領家

7期生 阿部　智紀 葉山 松岡　沙羅　※ 金沢

（2013年度卒） 池田　隼 金沢 12期生 安達　勇人 葉山

17名 太田　晃央 岩戸 （2018年度卒） 安澤　大地 久木

岡崎　哲士 金沢 1７名 猪野　漱一 浦賀

萱場　昂 久里浜 小野田　慶吾 大津

菅野　滉太 岩戸 倉本　皓司 南郷

四宮　章裕 三崎 澤田　友宏 不入斗

杉浦　裕季 久木 滋野　拓海 追浜

高瀬　雅也 武山 志村　光之介 六浦

出口　祐大 三崎 鈴木　健太 久木

松崎　蓮 三崎 宮田　謙太朗　◎ 葉山

吉井　誠也　◎ 金沢 青野　利保 中原

吉田　大樹 南郷 小澤　理子 葉山

齋藤　千帆 公郷 木村　悠花　◎ 大津

白瀬　侑子　◎ 港南 栗原　羽砂 金沢

田中　真弥 武山 佐藤　麗愛 大津

平山　杏子 公郷 本間　比香里 池上

涌井　未夢 深沢
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