
回 年 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位
15 1989 イトウ ジュンコ イシダ ケイコ モリタ カオリ - - - - - -

16 1990 石田 景子 吉島 真理子 吉村 美樹 - - - - - -

17 1991 中村 倫子 斎藤 友紀恵 鎮守 敬子 斎藤 友紀恵 中村 倫子 右見 有紀 須斉 清美 小川 まり子 矢萩 麻里

18 1992 中村 倫子 遊佐 雅美 斎藤 友紀恵 斎藤 友紀恵 遊佐 雅美 栗田 朋子 小川 まり子 伊藤 里佐子 岩波 千都世

19 1993 遊佐 雅美 浅沼 康子 中村 倫子 浅沼 康子 栗田 朋子 右見 有紀 岩波 千都世 伊藤 里佐子 松井 香織

20 1994 遊佐 雅美 J.ｼｭｰﾒｲｶｰ 浅沼 康子 J.ｼｭｰﾒｲｶｰ 右見 有紀 八嶋 貴子 松井 香織 岩波 千都世 荒川 有希子

21 1995 遊佐 雅美 浅沼 康子 松尾 美哉子 遊佐 雅美 八嶋 貴子 若山 由美子

22 1996 遊佐 雅美 浅沼 康子 野中 裕美 田中 優子 松尾 美哉子 上野 安美 松井 香織 竹重 礼美 丸山 小百合

23 1997 遊佐 雅美 板敷 あゆみ 竹内 真沙美 田中 優子 松尾 美哉子 竹内 真沙美 松井 香織 竹重 礼美 加藤 愛美

24 1998 遊佐 雅美 青山 知津子 板敷 あゆみ 田中 優子 堀 奈緒子 桂 有美子 岩波 千都世 井上 智子 上垣内 裕美

25 1999 遊佐 雅美 青山 知津子 矢島 由香 千葉 裕美子 斉藤 淳子 矢島 由香 岩波 千都世 加藤 由美 井上 智子

26 2000 遊佐 雅美 藤原 梢 新海 千恵美 藤原 梢 京相 恵美 高升 有美 永田 友紀 熊坂 多恵 岩波 千都世

27 2001 遊佐 雅美 藤原 梢 佐藤 育代 藤原 梢 小室 亜希 笠原 利紗 熊坂 多恵 西島 和歌奈 皆川 幸子

28 2002 遊佐 雅美 藤原 梢 小室 亜希 藤原 梢 千葉 裕美子 大村 沙やか 熊坂 多恵 加藤 由美 中島 和美

29 2003 遊佐 雅美 小室 亜希 大村 沙やか 三輪 藍未 笠原 利紗 藤原 梢 熊坂 多恵 中島 和美 榎本 良子

30 2004 遊佐 雅美 藤原 梢 小室 亜希 三輪 藍未 藤原 梢 千葉 裕美子 中島 和美 谷口 蘭慶 沼上 佳奈

31 2005 遊佐 雅美 小室 亜希 藤原 梢 三輪 藍未 小室 亜希 藤原 梢 中島 和美 石丸 藍子 沼上 佳奈

32 2006 遊佐 雅美 眞船 麻由 山口 公子 山口 公子 武井 智子 豊岡 真紀 中島 和美 熊坂 多恵 梶川 季恵

33 2007 遊佐 雅美 藤原 梢 山口 公子 藤原 梢 赤城 みき 山口 公子 石丸 藍子 宮原 千明 石黒 有紀

34 2008 遊佐 雅美 高見沢 春香 辻 めぐみ 遊佐 雅美 細野 有希 高見沢 春香 中島 和美 高橋 沙恵 宮原 千明

35 2009 遊佐 雅美 渡嘉敷 萌 藤原 梢 藤原 梢 細野 有希 神戸 友美 宮原 千明 河本 桂奈 佐々木 聡美

36 2010 藤原 梢 藤波 優希 遊佐 雅美 藤原 梢 遊佐 雅美 高橋 沙恵 佐々木 聡美 河本 桂奈 中島 和美

37 2011 遊佐 雅美 藤波 優希 藤原 梢 高橋 沙恵 藤波 優希 藤原 梢 佐々木 聡美 河本 桂奈 松山 梨紗

38 2012 池谷 雅美 但野 安菜 宮崎 早穂 池谷 雅美 山田 未来 神戸 友美 鈴木 さゆり 河本 桂奈 佐々木 聡美

39 2013 池谷 雅美 但野 安菜 藤原 梢 藤原 梢 渡邉 来美 高橋 沙恵 渡邉 来美 佐々木 聡美 神宮寺 哉美

40 2014 池谷 雅美 川崎 汐美 宮崎 早穂 長野 文音 但野 安菜 大西 まりの 大井 麻生 渡邉 来美 小林 果蓮

41 2015 藤原 梢 川崎 汐美 長野 文音 長野 文音 藤原 梢 川崎 汐美 大井 麻生 小林 果蓮 山田 美月

42 2016 但野 安菜 池谷 雅美 石塚 円香 長野 文音 田中 綾 柴田 夏希 小林 果蓮 國武 あかね 國井 菜名

43 2017 池谷 雅美 但野 安菜 前川 紗槻 田中 綾 佐藤　里咲 大平 穂乃佳 國井 菜名 國武 あかね 小林 果蓮

44 2018 田中 綾 池谷 雅美 川崎 汐美 田中 綾 但野 安菜 佐藤　里咲 蜂須 静香 富田 有佐 國井 菜名
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