
回 年 1位 2位 3位 1位 2位 3位 1位 2位 3位
15 1989 池内 秀文 鯨井 保年 谷川 仁 - - - - - -
16 1990 鯨井 保年 見田 賢一 川田 英治 - - - 鴨下 邦広 寺門 嘉之 野口 健一郎
17 1991 鯨井 保年 深山 元良 池内 秀文 深山 元良 田代 宗司 川井 哲也 鴨下 邦広 坊野 寿貴 川地 政夫
18 1992 岸 由紀夫 和田 考徳 小川 恵一 田代 宗司 深山 元良 望月 禄浩 安藤 修 野村 雅昭 佐藤 一樹
19 1993 鯨井 保年 藤田 秀行 松崎 徹 田代 宗司 須藤 良治 藤田 秀行 野村 雅昭 安藤 修 東 直人
20 1994 B.ｽﾛｰｺﾑ 鯨井 保年 岸 由紀夫 B.ｽﾛｰｺﾑ 今野 敦人 島田 貴史 手塚 弘文 東 直人 上村 雅幸
21 1995 田代 宗司 伊藤 勉 金子 真也
22 1996 鯨井 保年 藤田 秀行 青木 大輔 田代 宗司 大石 恭平 蟹江 裕二 東 直人 川田 洋平 草薙 大輔
23 1997 青木 大輔 岩田 英司 金 寿源 深山 元良 瀬谷 修平 尾上 玲 東 直人 奥村 祐太 永留 誠
24 1998 小泉 太郎 土屋 和成 三浦 秀樹 斉藤 克彦 舟生 知彦 本多 辰也 奥村 祐太 大橋 直人 高山 哲
25 1999 M.ﾌｫｽﾀｰ 藤田 秀行 土屋 和成 M.ﾌｫｽﾀｰ 田村 雅俊 斉藤 克彦 永留 誠 奥村 祐太 上之川 知也
26 2000 藤井 秀行 西村 英毅 梅本 陽介 斉藤 克彦 斎藤 雄太 金子 真也 永留 誠 大輪 陽 高知 雄哉
27 2001 猪爪 賢史 梅本 陽介 比留間 悟 本多 辰也 柿崎 貴文 斎藤 雄太 鈴木 隼人 奥村 祐太 前鹿川 大輔
28 2002 植木 将人 本多 辰也 猪爪 賢史 本多 辰也 前原 佳宗 斎藤 雄太 本田 吉紀 中井 大樹 江泉 嘉文
29 2003 北矢 宗志 西村 英毅 池谷 薫 北矢 宗志 本多 辰也 湯田 高由 本田 吉紀 中井 大樹 墨岡 治
30 2004 植木 将人 三浦 秀樹 西村 英毅 本多 辰也 魚住 佳秀 湯田 高由 本田 吉紀 有田 昌史 新堀 進吾
31 2005 M.ﾌｫｽﾀｰ 北矢 宗志 藤本 崇洋 北矢 宗志 M.ﾌｫｽﾀｰ 本多 辰也 有田 昌史 新堀 進吾 本田　吉紀
32 2006 植木 将人 池谷 薫 山口 一樹 本多 辰也 野村 大和 柿崎 貴文 本田 吉紀 藤野 真進 浅見　泰希
33 2007 植木 将人 本多 辰也 瀬和 茂樹 本多 辰也 野村 大和 北矢 宗志 浅見 泰希 小出 大祐 藤野 真進
34 2008 本多 辰也 佐々木 啓允植木 将人 本多 辰也 北矢 宗志 棚澤 陽一 小出 大祐 浅見 泰希 本田　吉紀
35 2009 植木 将人 佐々木 啓允田中 翔太 本多 辰也 植木 将人 森谷 絢太 浅見 泰希 山本 雄士 小出 大祐
36 2010 植木 将人 和田 賢一 北矢 宗志 森谷 絢太 宮森 敬介 北矢 宗志 小出 洋平 新堀 進吾 高瀬 快
37 2011 植木 将人 本多 辰也 田中 翔太 岡田 浩平 宮森 敬介 森谷 絢太 橋本 憲治 新 涼太 笹本 和人
38 2012 竹澤 康輝 佐々木 啓允安達 和也 石井 雄大 岡田 浩平 岩井 弘文 浅見 泰希 河上 尚輝 新堀 進吾
39 2013 植木 将人 和田 賢一 竹澤 康輝 河上 尚輝 浅見 泰希 鈴木 友三朗
40 2014 和田 賢一 植木 将人 堀江 星冴 森 新太郎 石井 雄大 小田切 伸矢鈴木 友三朗須藤 凪 土岐 義也
41 2015 和田 賢一 植原 脩太 野口 勝成 森 新太郎 森谷 絢太 七海 元紀 須藤 凪 浅見 泰希 笹田 直太
42 2016 和田 賢一 森 新太郎 堀江 星冴 荒井 滉太郎七海 元紀 石井 雄大 須藤 凪 小出 大祐 浅見　泰希
43 2017 北田 尚輝 古越 友規 堀江 星冴 森 新太郎 玉井 颯 荒井 滉太郎山中 裕二 中川 慎太郎笹田 直太
44 2018 古越 友規 野口 勝成 高梨 友美生古越 友規 石井 雄大 森 新太郎 渡邊 昴俊 佐藤 大心 熊谷 健太郎
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