
優勝 第２位 第３位 第４位 技能賞 敢闘賞 特別賞

1986 第１回 長谷川一之 森猛 原田裕次 立崎辰雄 西村和之 山﨑浩一

1987 第２回 松井宣治 森猛 原田裕次 立崎辰雄 小池和郎 西村和之 菊池信弘

1988 第３回 松井宣治 角田信朗 長谷川一之 山﨑浩一 西村和之 森猛

1989 第４回 柳澤聡行 松井宣治 長谷川一之 森猛 角田信朗 瀬尾健ニ

1990 第５回 玉城厚志 長谷川一之 角田信朗 森猛 金泰泳 立崎辰雄

1991 第６回 森猛 角田信朗 原田裕次 立崎辰雄 上見亮太 金泰泳

1992 第７回 村上竜司 松井宣治 滝沢嘉津哉 森田剛全 志村満 上見亮太

1993 第８回 藤田実 植田修 松本栄治 長谷川一之 上見亮太 阿部徹

1994 第９回 阿部徹 滝沢嘉津哉 上見亮太 森猛 川北雅一 牛越晋

1995 第10回 阿部徹 川北雅一 滝沢嘉津哉 立崎辰雄 沢田松穂 小林昭男

1996 第11回 滝沢嘉津哉 棟本泰樹 沢田松穂 川北雅一 川北晃央 清水裕ニ

1997 第12回 川北雅一 沢田松穂 棟本泰樹 阿部徹 白井広昌 吉尾正人

1998 第13回 大石純也 川北雅一 西田真司 大西淳 野本正幸 妻神雅樹

1999 第14回 川北雅一 大上忠伸 棟本泰樹 安田晃樹 西田真司 兼本孝

2000 第15回 加藤達哉 滝沢嘉津哉 松本勇三 鈴木宗昌 木谷豪 ｼﾞｮｾﾞ･ｱﾊﾟﾚｼｰﾄﾞ
加藤達哉
（文部大臣賞）

2001 第16回 川北雅一
ｱﾚｼｬﾝﾄﾞﾚ･ﾀﾞ･ｺｽ
ﾀ

松本勇三 小野寺建 大上良典 棟本泰樹

2002 第17回 松本勇三 大西健太郎 棟本泰樹 川北雅一 ﾆｳﾄﾝ･ﾀﾞ･ｼﾙﾊﾞ 木谷豪

2003 第18回 松本勇三 大上忠伸 大西健太郎 川北雅一 小野寺建 ｴﾒﾙｿﾝ･ﾏｾﾞｰﾗ

2004 第19回 松本勇三 大西健太郎 大上忠伸 杉澤一郎 ﾘｶﾙﾄﾞ･ｸﾞﾗﾅｰﾄﾞ 西田真司

2005 第20回 大西健太郎 松本勇三 大上忠伸 ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｵﾘﾍﾞｲﾗ ﾘｶﾙﾄﾞ･ｸﾞﾗﾅｰﾄﾞ 西田真司
ﾎﾟｰﾙ･ｽｸｰﾀﾞｰ
（ｵﾘﾊﾞｰ賞）

2006 第21回 大上忠伸 杉澤一郎 谷山真也 渡邊淳 ﾏﾙｾﾛ･ﾌﾗﾝｼｽ 山田哲也

2007 第22回 ｴﾝﾘｺ･ﾏｶﾞﾙﾊｽ
ﾏﾙｾﾛ･ﾌﾗﾝｼｽ･ﾌﾞｴ
ﾉ

坂田好総 山田哲也 大西健太郎 川北雅一
喜久山泰道
（ｵﾘﾊﾞｰ賞）

2008 第23回 大上忠伸 滝沢嘉津哉 杉澤一郎 山崎哲郎 ﾘｶﾙﾄﾞ･ｸﾞﾗﾅｰﾄﾞ 烏丸鶴一

2009 第24回 杉澤一郎 山崎哲郎 坂田好総 上倉建司 大西健太郎 ﾀﾞｸﾞﾗｽ･ｵﾘﾍﾞｲﾗ

2010 第25回 大上忠伸 ｴﾝﾘｺ･ﾏｶﾞﾙﾊｽ 上倉建司 ﾛｰﾏﾝ･ﾐｼｬｼｪｯｸ
ﾛｰﾏﾝ･ﾐｼｬｼｪｯｸ
（ｵﾘﾊﾞｰ賞）

2011 第26回 杉澤一郎 佐藤徳昭 坂田好総 大西健太郎 問屋竜児 長田裕也

2012 第27回 長田裕也 川北修久 川北勝彦 西田真司 山崎哲郎 上倉建司

2013 第28回 長田裕也 佐藤徳昭 ﾀﾞﾆｴﾙ･ｻﾝﾁｪｽ 西田真司 ｶﾘﾄﾞ･ﾜﾘﾄﾞ 坂田好総

第29回 小野寺天汰 西田真司 石嶺雄大 佐藤徳昭

女子第１回 山口千怜 一ノ瀬沙月 ﾘｾ･ﾓﾃﾞﾗｰ

第30回 小野寺天汰 長田裕也 佐藤徳昭 西田真司

女子第２回 山口千怜 樋口朱里 一ノ瀬沙月

第31回 小野寺天汰 佐藤徳昭 ﾕﾙｷﾞｽ･ﾌﾞﾗｲﾝｽﾞ
ﾌｧﾝ･ﾏﾇｴﾙ･ｸﾙｼﾞｪ
ﾗｽ

女子第３回 樋口朱里 竹中そら 一ノ瀬沙月

第32回 原口健飛 蓑島周 上倉建司 原田一晨

女子第４回 樋口朱里 塩野祥子 武藤茉由

第33回 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｹﾞｲﾄﾞ 佐藤徳昭 小田原壮栄 原田龍

女子第５回 竹中そら 内藤智子 塩野祥子

第34回 ﾌﾚﾃﾞﾘｯｸ･ｹﾞｲﾄﾞ 原田龍 上倉建司 三上蓮央

女子第６回 竹中そら 丸山怜夏 中島彩華

2020 第35回 （新型コロナウイルス感染拡大のため延期）

2021 第35回 （新型コロナウイルス感染拡大のため中止）

第36回 榎園仁人 石神勇智 高杉和郁

女子第７回 山口舞 首藤唯梨香 廣瀬美咲
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