【オークスの沿革】
年
1983年(昭和58年)
1984年(昭和59年)

月

出来事

4月 柏木小学校 開校
10月 早田、新井両氏が発起人となり、少年野球チームを結成する。
2月 チーム名を南大沢オークス少年野球部とし、八王子野球連盟に登録。
12月 八王子中央リーグに参加。
はじめての卒部生3名を送り出す。
4月 南大沢小学校 開校

1985年(昭和60年)

5月 中央リーグ 春季大会 準優勝
7月 第37回 防犯大会 ベスト4

1986年(昭和61年)

6月 中央リーグ 春季大会 ブロック優勝
7月 第38回 防犯大会 ベスト8

1987年(昭和62年) 11月 中央リーグ 秋季大会 2部優勝
1988年(昭和63年)
1989年(平成元年)
1990年(平成2年)
1991年(平成3年)
1992年(平成4年)

6月 中央リーグ春季大会 ブロック優勝
7月 第40回 防犯大会 準優勝
7月 第41回 防犯大会 ベスト4
9月 宮上小学校 開校
5月 八王子野球連盟 春季大会 ベスト8
11月 中央リーグ 秋季大会 2部優勝
4月 中央リーグ 春季大会 優勝
7月 第44回 防犯大会 ベスト8

【チーム構成】
昭和59年（1984年）
監督

早田 一郎

コーチ

新井 勝雄、飯田 徳之、大原 四男巳、杉山 義起、鈴木 信行、布施 明男

部員(卒部生)

桜井 俊彦、浜田 光久、布施 直也
昭和60年（1985年）

監督

早田 一郎

コーチ

新井 勝雄、飯田 徳之、大原 四男巳、杉山 義起、鈴木 信行、茂木 国生、
西山 澄雄

部員(卒部生)

西山 晋一朗（主将）、飯田 虎男、上野 浩、大原 智之、柿崎 信一、
金谷 貴文、杉山 直樹、鈴木 裕一、関 貴綱、高取 亮太、新井 大輔、
早田 政治、星名 浩二、宮長 健司、守家 行広、山崎 大輔、茂木 宏樹
昭和61年（1986年）

監督

新井 勝雄

コーチ

平村 明人、宮元 健次

部員(卒部生)

平村 建人（主将）、加賀谷 秀一、小池 祥三、宮元 克徳、玉熊 逸人、
能登 亮介、花井 栄一、平岡 知展、上野 哲也、平村 保人、古市 正昭、
竹山 剣吾、宮本 顕治、山隈 祐一、山崎 公策

昭和62年（1987年）
監督

早田 一郎

コーチ

斎藤 賢一、関口 政則、降矢 文雄

部員(卒部生)

石川 大（主将）、中江川 健、降矢 俊彦、関口 政孔、斎藤 裕樹、
諏訪 純一郎、宮長 直樹
昭和63年（1988年）

監督

早田 一郎

コーチ

佐藤 憲彦、谷合 幸二、千葉 司、中村 秀昭、荒井 進

部員(卒部生)

荒井 進介（主将）、岩本 淳、小倉 禎寛、隈元 敬介、佐藤 孝行、
高橋 一斗、谷合 徹、千葉 直人、豊島 聡、中村 隼人、橋永 宙、須永 裕二
平成元年（1989年）

監督

新井 勝雄

コーチ

岡田 実那雄、工藤 修二、二瓶 昇、諸橋 則夫、斎藤 賢一

部員(卒部生)

斎藤 慎吾（主将）、岡田 雄二、小倉 啓悟、小田 浩介、川上 哲、
田中 忍、大熊 康介、津田 幸介、二瓶 浩明、山田 岳、工藤 貴弘
平成2年（1990年）

監督

新井 勝雄

コーチ

妻井 英夫、西川 澄雄、荒井 進、諸橋 則夫、池田 秀敏、内田 四郎

部員(卒部生)

池田 千和（主将）、内田 浩一、折口 竜太、後藤 淳、佐藤 孝、
田口 美智也、妻井 喬、露崎 正哉、西川 元、西野 健、諸橋 武志、
松本 憲一
平成3年（1991年）

監督

伊藤 一夫

コーチ

大多尾 和則、加曽利 功、桜田 彰、須江 秀男、西川 澄雄、仁羽 史郎、山
口
泉 清
泰之（主将）、伊藤 和矢、稲村 武士、大多尾 隆介、加曽利 晋也、
小池 崇史、桜木 雄司、山田 尚史、佐々木 淳、須江 貴年、西川 仁、
仁羽 裕史、蓮沼 毅、本田 浩一、松本 信行、水木 謙、山口 洋介

部員(卒部生)

平成4年（1992年）
Aチーム監督

早田 一郎

Bチーム監督

佐藤 邦雄

コーチ

部員(卒部生)

二瓶 昇、沼倉 龍明、石田 栄、鶴井 正之、水上 昭太郎、日沖 敏一、
相良 敏夫、田頭 米隆
石田
柴田
遠藤
片本
鶴井
松森

匡（主将）、折口 陽太、新保 誠、木高 鴨芳、相良 嵩之、
恭介、大沢 達、宮内 正啓、柏田 太郎、田頭 淳吾、武藤 太郎、
悠輔、佐藤 範夫、浮田 靖郎、池田 智史、岩崎 章、江口 貴志、
清志、早田 康人、桑原 健一郎、佐藤 亮平、西田 洋平、
大作、二瓶 裕次、沼倉 龍徳、原 武雅、日沖 雄太、藤崎 浩一、
正紀、水上 健、中村 琢磨、松下 弘

