
 ＮＯ 受賞期日 氏　　　名 都道府県 受賞時の学校名 種　別 受賞の事由
1 昭和53年8月　日 尾辻  義 鹿児島 鹿児島純真女子高  Ｃ４ ３年連続優勝５年
2 昭和53年8月　日 山崎　雅昭 東　京 国学院高  Ｃ２ ３年連続優勝
3 昭和54年8月　日 原田　公夫 青　森 青森弘前工業高  Ｃ３ ３年連続優勝
4 昭和58年8月4日 関沼　志免子 群　馬 高崎女子高  Ｃ４ 昭和４０年→１９回
5 昭和58年8月4日 中野　明子 秋　田 秋田北高  Ｃ４ 昭和４４年→１５回
6 昭和58年8月4日 別所　秀子 三　重 津東高  Ｃ４ 昭和３１年→２８回
7 昭和58年8月7日 石原　敬久 神奈川 相模工大附属高  Ｃ１ 昭和４１年→１８回
8 昭和58年8月7日 市川　紘二 岐　阜 中京商業高  Ｃ２ 昭和４２年→１６回
9 昭和58年8月7日 水戸地　啓 和歌山 御坊商工高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和２３年→２１回
10 昭和58年8月7日 （故）田中　佐佶 群　馬 高崎工業高  Ｃ１ 昭和３５年→２０回
11 昭和58年8月7日 （故）長束　盛俊 静　岡 静岡市立高  Ｃ１ 昭和３３年→２１回
12 昭和58年8月7日 船木　政明 長　野 長野中央高  Ｃ１ 昭和４２年→１６回
13 昭和58年8月7日 本庄　正昭 岡　山 関西高  Ｃ１ 昭和３７年→１５回
14 昭和58年8月7日 （故）山地　紀明 香　川 坂出工業高  Ｃ１・Ｃ３ 昭和４２年→１６回
15 昭和58年8月7日 吉成　弘 愛　媛 新田高  Ｃ１ 昭和４３年→１６回
16 昭和59年8月9日 （故）岡崎　卓 長　崎 海星高  Ｃ１ 昭和３１年→２２回
17 昭和59年8月9日 利部　次男 宮　城 常盤木学園高  Ｃ２ 昭和４２年→１５回
18 昭和59年8月9日 上川　正明 鳥　取 鳥取東高  Ｃ１ 昭和３８年→１８回
19 昭和59年8月9日 刈込　和男 茨　城 土浦日大高  Ｃ１ 昭和４４年→１６回
20 昭和59年8月9日 小竹　登美子 福　井 鯖江高  Ｃ２ 昭和４０年→１７回
21 昭和59年8月9日 佐藤　浩輝 熊　本 熊本中央女子高  Ｃ２ 昭和４１年→１６回
22 昭和59年8月9日 島田　真月 兵　庫 武庫川高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和３３年→２４回
23 昭和59年8月9日 関谷　英正 佐　賀 鳥栖高  Ｃ２ 昭和３５年→２１回
24 昭和59年8月9日 知念　義雄 沖　縄 興南高  Ｃ１ 昭和４１年→１９回
25 昭和59年8月9日 辻野　朝晟 京　都 洛南高  Ｃ１ 昭和４４年→１６回
26 昭和59年8月9日 （故）中島　リキ子 広　島 三原高  Ｃ２ 昭和２７年→３１回
27 昭和59年8月9日 永田　喜子 長　崎 純心女子高  Ｃ２ 昭和３５年→２４回
28 昭和59年8月9日 西　徹男 高　知 高知高  Ｃ１ 昭和４０年→１９回
29 昭和59年8月9日 蓮井　洋三 石　川 北陸大谷高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４２年→１６回
30 昭和59年8月9日 （故）二村　剛 山　口 下関工業高  Ｃ１ 昭和４０年→１７回
31 昭和59年8月9日 正本　利幸 岡　山 山陽女子高  Ｃ２ 昭和３４年→２６回
32 昭和59年8月9日 矢口　勲 山　形 酒田中央高  Ｃ２ 昭和４０年→１９回
33 昭和59年8月9日 柳谷　和子 秋　田 能代北高  Ｃ２ 昭和３６年→１７回
34 昭和59年8月9日 山田　督郎 鹿児島 鹿児島実業高  Ｃ１ 昭和４１年→１６回
35 昭和59年8月9日 湯本　美登里 鳥　取 米子西高  Ｃ２ 昭和２９年→２２回
36 昭和59年8月9日 渡辺　恭一 熊　本 熊本工業高  Ｃ１ 昭和３５年→２３回
37 昭和59年8月9日 池田　玲子 新　潟 高田北城高  Ｃ４ 昭和３６年→１７回
38 昭和59年8月9日 石井　澄子 北海道 北星女子高  Ｃ４ 昭和３２年→２６回
39 昭和59年8月9日 川田　昭子 山　形 山形北高  Ｃ４ 昭和４２年→１６回
40 昭和59年8月9日 （故）草刈　啓修 鳥　取 智頭農林高  Ｃ３ 昭和３８年→２１回
41 昭和59年8月9日 （故）藤村　圭保 大　阪 相愛高  Ｃ４ 昭和４１年→１９回
42 昭和59年8月9日 松下　正江 山　口 下関南高  Ｃ４ 昭和３０年→２９回
43 昭和59年8月9日 光岡　三佐子 佐　賀 佐賀女短大女子高  Ｃ４ 昭和３４年→２０回
44 昭和59年8月9日 山口　千代子 鳥　取 鳥取西高  Ｃ４ 昭和３１年→２６回
45 昭和59年8月9日 吉田　光子 茨　城 石岡二高  Ｃ４ 昭和３２年→１７回
46 昭和60年7月31日 （故）奥原　若清 奈　良 高田商業高  Ｃ１ 昭和３８年→２０回
47 昭和60年7月31日 国井　鋭三 岐　阜 各務原東高  Ｃ２ 昭和３７年→１６回
48 昭和60年7月31日 佐伯　亮治 富　山 富山商業高  Ｃ１ 昭和４４年→１５回
49 昭和60年7月31日 （故）辻　道夫 奈　良 天理高  Ｃ１ 昭和３０年→２８回
50 昭和60年7月31日 三浦　展広 広　島 三和高  Ｃ１ 昭和４５年→１５回
51 昭和60年7月31日 吉村　粲 石　川 金沢市立工業高  Ｃ１ 昭和４５年→１５回
52 昭和60年7月31日 吉成　幸枝 愛　媛 済美高  Ｃ２ 昭和４５年→１５回
53 昭和60年8月6日 合群　たか子 栃　木 真岡女子高  Ｃ４ 昭和３５年→２１回
54 昭和60年8月6日 宝里　節子 富　山 有磯高  Ｃ４ 昭和４２年→１５回
55 昭和61年7月31日 （故）宇野　正信 山　形 日大山形高  Ｃ１ 昭和４７年→１５回
56 昭和61年7月31日 小宮　清 和歌山 御坊商工高  Ｃ１ 昭和３９年→１６回
57 昭和61年7月31日 隅　結城 兵　庫 市立尼崎高  Ｃ２ 昭和４４年→１５回
58 昭和61年7月31日 手嶋　敏彦 福　岡 九州工業高  Ｃ１ 昭和３８年→１５回
59 昭和61年7月31日 松枝　政巳 福　岡 柳川高  Ｃ１ 昭和４６年→１５回
60 昭和61年7月31日 （故）吉川　勉 新　潟 青陵高  Ｃ２ 昭和３８年→１５回
61 昭和61年7月31日 阿部　貢 福　島 会津工業高  Ｃ３ 昭和４７年→１５回
62 昭和61年7月31日 川瀬　豊 岐　阜 大垣農業高  Ｃ３ 昭和４７年→１５回
63 昭和61年8月6日 三上　泰子 愛　媛 松山東雲高  Ｃ４ 昭和４７年→１５回
64 昭和61年8月6日 山元　みどり 静　岡 浜松市立高  Ｃ４ 昭和３７年→２０回
65 昭和62年7月31日 田中　武　彦 大　阪 清風高  Ｃ１ 昭和３４年→１５回
66 昭和62年7月31日 中川　泰寛 宮　崎 都城高  Ｃ１ 昭和４７年→１５回
67 昭和62年7月31日 池田　民也 三　重 津高  Ｃ２ 昭和３７年→１９回
68 昭和62年7月31日 須原　邦彦 京　都 西山高  Ｃ２ 昭和４２年→２０回
69 昭和62年7月31日 長谷川　幸子 千　葉 八街高  Ｃ２ 昭和３０年→２７回
70 昭和62年7月31日 横山　秀幹 宮　崎 宮崎女子高  Ｃ２ 昭和４８年→１５回
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71 昭和62年8月6日 下田　富良 鹿児島 出水工業高  Ｃ３ 昭和４４年→１５回
72 昭和62年8月6日 永田　清 茨　城 大宮高  Ｃ３ 昭和４７年→１５回
73 昭和62年8月6日 森　勝弘 熊　本 水俣高  Ｃ４ 昭和４６年→１５回
74 昭和62年8月6日 小山　芳子 和歌山 南部高  Ｃ４ 昭和４８年→１５回
75 昭和63年7月30日 田村　浩 山　形 余目高  Ｃ１ 昭和４５年→１６回
76 昭和63年7月30日 野口　一英 熊　本 鎮西高  Ｃ１ 昭和４３年→１６回
77 昭和63年7月30日 二岡　博 鳥　取 米子商業高  Ｃ１ 昭和４３年→１８回
78 昭和63年7月30日 小川　美栄子 島　根 大社高  Ｃ２・Ｃ４ 昭和４６年→１５回
79 昭和63年7月30日 嘉手刈　康也 沖　縄 興南高  Ｃ２ 昭和４８年→１５回
80 昭和63年7月30日 中川　博恵 兵　庫 成徳学園高  Ｃ４ 昭和４７年→１６回
81 昭和63年8月3日 山口　彦則 大　阪 清風高  Ｃ１ ３年連続優勝
82 昭和63年8月3日 高橋　正典 東　京 日女体大附属二階堂高  Ｃ２ ３年連続優勝
83 平成元年8月6日 中村　栄喜 秋　田 能代高  Ｃ１ 昭和５０年→１５回
84 平成元年8月6日 青木　文次 福　島 日大東北高  Ｃ１・Ｃ３ 昭和５０年→１５回
85 平成元年8月6日 野間　喜三夫 東　京 保善高  Ｃ１ 昭和５０年→１５回
86 平成元年8月6日 三木　修 富　山 氷見高  Ｃ１ 昭和４２年→１５回
87 平成元年8月6日 鈴木　晨弘 静　岡 誠心高  Ｃ２ 昭和４４年→１８回
88 平成元年8月6日 川　修一 兵　庫 飾磨高  Ｃ１ 昭和４３年→１５回
89 平成2年7月30日 金子　洋平 山　梨 日大明誠高  Ｃ１ 昭和４０年→１９回
90 平成2年7月30日 近藤　盛一 鳥　取 米子北高  Ｃ１ 昭和４８年→１５回
91 平成2年7月30日 川口　洋子 香　川 高松中央高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和　　年→１５回
92 平成2年7月30日 山本　美佐子 高　知 山田高  Ｃ２ 昭和３５年→１６回
93 平成2年7月30日 木庭　徳子 熊　本 鎮西高  Ｃ２ 昭和４８年→１７回
94 平成2年8月5日 小林　茂 北海道 旭川西高  Ｃ１・Ｃ３ 昭和４４年→１５回
95 平成2年8月5日 堀籠　節子 宮　城 第三女子高  Ｃ４ 昭和３６年→１７回
96 平成3年8月3日 大和　孝三 青　森 弘前学院聖愛高  Ｃ２ 昭和４６年→１５回
97 平成3年8月3日 高野　史寿真 宮　城 仙台育英学園高  Ｃ１・Ｃ３ 昭和３５年→１９回
98 平成3年8月3日 菅原　富夫 宮　城 東北学院高  Ｃ１ 昭和３５年→１５回
99 平成3年8月3日 椎名　厚 秋　田 秋田和洋女子高  Ｃ２ 昭和５１年→１５回
100 平成3年8月3日 北爪　郁久 群　馬 群馬県立盲学校  Ｃ２ 昭和４４年→１６回
101 平成3年8月3日 岡田　史郎 石　川 金沢女子大附属高  Ｃ２ 昭和４７年→１６回
102 平成3年8月3日 渡辺　昭平 愛　知 中京高  Ｃ１ 昭和５０年→１７回
103 平成3年8月3日 山口　盛夫 島　根 隠岐高  Ｃ１ 昭和４６年→１５回
104 平成3年8月3日 (故)国弘　和男 広　島 崇徳高  Ｃ１ 昭和３８年→１５回
105 平成3年8月3日 関　輝幸 大　分 大分中央高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和３９年→１９回
106 平成3年8月9日 春藤　みさほ 青　森 弘前中央高  Ｃ４ 昭和４８年→１７回
107 平成3年8月9日 関根　晃子 神奈川 緑ケ丘高  Ｃ４ 昭和４４年→１９回
108 平成4年7月31日 酒田　正蔵 青　森 野辺地工業高  Ｃ１ 昭和５０年→１５回
109 平成4年7月31日 玉野　安博 宮　城 東北工大電子工業高  Ｃ１ 昭和４０年→１６回
110 平成4年7月31日 青木　正昭 静　岡 静岡学園高  Ｃ１ 昭和４７年→１５回
111 平成4年7月31日 松下　政代 和歌山 和歌山東高  Ｃ２ 昭和４９年→１５回
112 平成4年8月6日 北村　晶子 埼　玉 川口市立県陽高  Ｃ４ 昭和５０年→１７回
113 平成4年8月6日 中野　瑞枝 東　京 藤村女子高  Ｃ４ 昭和５２年→１５回
114 平成4年8月6日 米満　幸一 宮　崎 宮崎工業高  Ｃ３ 昭和４３年→１５回
115 平成4年8月6日 山野　孝子 福　岡 中村学園女子高  Ｃ４ 昭和５１年→１５回
116 平成4年8月8日 尾坂　雄右 青　森 青森山田高  Ｃ３ ３年連続優勝
117 平成5年8月2日 瀬谷　博 福　井 科学技術高  Ｃ３ 昭和５４年→１５回
118 平成5年8月2日 植木　博夫 栃　木 作新学院高  Ｃ１ 昭和５１年→１８回
119 平成6年8月2日 大澤　正 山　梨 山梨県教育委員会ｽﾎﾟ-ﾂ健康課  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４５年→１５回
120 平成6年8月2日 木岡　儀明 奈　良 天理高  Ｃ１ 昭和４１年→１５回
121 平成6年8月2日 池田　美幸 広　島 鈴峯女子高  Ｃ２ 昭和５２年→１５回
122 平成6年8月2日 中谷　秀明 山　口 桜ケ丘高  Ｃ１ 昭和４５年→１６回
123 平成6年8月2日 和田　章 高　知 安芸高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５４年→１５回
124 平成6年8月8日 鬼頭　和代 愛　知 名古屋女子大学高  Ｃ４ 昭和５８年→１７回
125 平成7年8月1日 堀出　一夫 埼　玉 埼玉栄高  Ｃ１ 昭和５５年→１５回
126 平成7年8月1日 森　金樹 岐　阜 中京商業高  Ｃ１ 昭和５６年→１５回
127 平成7年8月1日 松尾　龍美 福　岡 明光学園高  Ｃ２ 昭和５２年→１６回
128 平成7年8月5日 川崎　照彦 東　京 藤村女子高  Ｃ２ ３年連続優勝
129 平成7年8月8日 千葉　末次 神奈川 光明学園相模原高  Ｃ３ 昭和５５年→１６回
130 平成8年8月1日 西山　智子 宮　崎 鵬翔高  Ｃ２ 昭和５３年→１５回
131 平成8年8月1日 大橋　侃 群　馬 高崎経済大附属高  Ｃ２ 昭和５２年→１５回
132 平成8年8月1日 和田　美香 高　知 土佐女子高  Ｃ２ 昭和５１年→１５回
133 平成8年8月1日 竹内　義雄 長　野 文化女子大附属高  Ｃ２ 昭和５４年→１５回
134 平成8年8月1日 米丸　順子 宮　崎 都城聖ドミニコ学園高  Ｃ４ 昭和５１年→１６回
135 平成8年8月1日 堀内　英彦 山　梨 山梨高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４７年→１５回
136 平成9年7月31日 梶田　正昭 大　分 別府大附属高  Ｃ１ 昭和４９年→２１回
137 平成9年7月31日 河野　敏明 福　島 福島東稜高  Ｃ１ 昭和４４年→１７回
138 平成9年7月31日 小島　良治 愛　知 杉山学園高  Ｃ２ 昭和５８年→１５回
139 平成9年7月31日 佐野　芳夫 島  根 大社高  Ｃ１ 昭和５４年→１５回
140 平成9年7月31日 阿部　弘海 山  口 山口中央高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５１年→１５回



141 平成9年7月31日 （故）油形　公明 徳　島 徳島市立高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４０年→２４回
142 平成9年8月7日 田中　克寛 群　馬 前橋工業高  Ｃ３ 昭和５７年→１５回
143 平成9年8月7日 園田　清二 佐　賀 神崎清明高  Ｃ３ 昭和５８年→１５回
144 平成9年8月7日 岩田　千恵子 山　形 山形城北女子高  Ｃ４ 昭和５５年→１５回
145 平成10年7月31日 和田　吉二郎 福　井 福井工業大附属高  Ｃ１ 昭和５３年→１７回
146 平成10年7月31日 山 内　悟 北海道 旭川大学高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４８年→１５回
147 平成10年7月31日 高野　憲夫 香　川 藤井高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５３年→２１回
148 平成10年7月31日 力衛　義高 愛　知 市邨学園高  Ｃ２ 昭和４８年→１５回
149 平成10年7月31日 浜田　邦明 奈　良 奈良育英高  Ｃ２ 昭和５６年→１６回
150 平成10年8月6日 中山　博道 愛　媛 今治南高  Ｃ２・Ｃ３ 昭和４８年→１５回
151 平成11年7月31日 山下　孝四郎 熊　本 東海大学第二高  Ｃ１ 昭和５１年→１７回
152 平成11年7月31日 櫻井　孝雄 群　馬 桐生工業高  Ｃ１ 昭和５７年→１６回
153 平成11年7月31日 渡邊　昭嘉 岩　手 専修大学北上高  Ｃ１ 昭和５７年→１６回
154 平成11年7月31日 田中　誠一 福　井 鯖江高  Ｃ１ 昭和５８年→１６回
155 平成11年7月31日 立藤　三千洋 三　重 久居高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５１年→１９回
156 平成11年7月31日 小川　清隆 三　重 暁学園高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５２年→２０回
157 平成11年7月31日 藤谷　弘一 北海道 東海大学第四高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４２年→１７回
158 平成11年7月31日 寺元　良人 兵　庫 夙川学院高  Ｃ２ 昭和５７年→１６回
159 平成11年8月7日 阿部　好孝 埼　玉 埼玉栄高  Ｃ３ 昭和６０年→１５回
160 平成11年8月7日 村田　直志 鹿児島 鹿児島実業高  Ｃ３ 昭和５８年→１５回
161 平成12年8月4日 佐々木　惇文 岩　手 盛岡市立高  Ｃ２ 昭和５８年→１５回
162 平成12年8月4日 笠岡　浩 奈　良 添上高  Ｃ１ 昭和５８年→１８回
163 平成12年8月4日 中瀬　健 徳　島 鳴門高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５８年→１５回
164 平成12年8月4日 石川　寿朗 北海道 北星学園新札幌高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５８年→１５回
165 平成12年8月4日 神尾　晃 茨　城 常磐大学高  Ｃ２ 昭和５４年→１７回
166 平成12年8月4日 白井　勝晃 神奈川 鶴見女子高  Ｃ２ 昭和６１年→１５回
167 平成12年8月4日 立山　満夫 大　阪 四天王寺高  Ｃ２ 昭和５２年→２１回
168 平成13年7月4日 山中　俊嗣 兵　庫 市立尼崎高  Ｃ１ 昭和５９年→１５回
169 平成13年7月4日 田中　章二 和歌山 和歌山北高  Ｃ１ 昭和４９年→１５回
170 平成13年7月4日 市村　一司 山　梨 山梨県教育庁スポーツ課  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５４年→１５回
171 平成13年7月4日 竹内　克也 高　知 高知高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和６１年→１５回
172 平成13年7月4日 田中　清子 和歌山 和歌山北  Ｃ２ 昭和４７年→１５回
173 平成13年7月4日 浦木　繁博 奈　良 市立一条高  Ｃ２ 昭和５４年→１５回
174 平成13年8月6日 成原　敏子 岐　阜 高山高  Ｃ４ 昭和４６年→１５回
175 平成13年8月6日 梅津　節子 岐　阜 中京高  Ｃ４ 昭和６１年→１５回
176 平成14年8月3日 厨子　幸喜 鳥  取 鳥取城北高  Ｃ１ 昭和６３年→１５回
177 平成14年8月3日 高橋　肇 青  森 青森大学高  Ｃ１ 昭和６０年→１５回
178 平成14年8月3日 毒島　信雄 栃  木 白鷗大学足利高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４６年→２１回
179 平成14年8月3日 木村　邦博 長  野 長野東高  Ｃ１・Ｃ２･Ｃ３ 昭和５５年→１９回
180 平成14年8月3日 中島　英治 鹿児島 鹿児島高  Ｃ２ 昭和４６年→２４回
181 平成14年8月9日 大場　英生 静  岡 稲取高  Ｃ３ 昭和６１年→１７回
182 平成14年8月9日 谷口　英敏 三  重 高田高  Ｃ３ 昭和６３年→１５回
183 平成15年7月28日 向井　司 埼　玉 大宮東  Ｃ１ 昭和６０年→１５回
184 平成15年8月11日 富樫　郁遷 山  形 酒田東高  Ｃ３ 昭和５８年→２０回
185 平成15年8月11日 髙橋  篤 志 秋  田 秋田経済法科大附属高  Ｃ３ 昭和５７年→２２回
186 平成15年8月11日 菊池　みずほ 熊  本 熊本信愛女学院高  Ｃ４ 昭和５６年→１９回
187 平成15年8月11日 小山　厚子 茨  城 聖徳附属聖徳高  Ｃ４ 昭和６１年→１５回
188 平成16年7月29日 伊奈　正文 長　崎 大村工業高  Ｃ１ 昭和５０年→１５回
189 平成16年7月29日 石井　節雄 神奈川 日本大学藤沢高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５９年→１５回
190 平成16年7月29日 塩山　勝 東　京 藤村女子高  Ｃ２ ３年連続優勝
191 平成16年8月9日 上村　郁代 福　岡 折尾愛真高  Ｃ４ 昭和５４年→１５回
192 平成16年8月9日 岡田　幸樹 鳥　取 智頭農林高  Ｃ３ 昭和６３年→１７回
193 平成16年8月9日 瀬谷　美智代 福　井 丸岡高校城東分校  Ｃ４ 昭和５３年→１９回
194 平成17年8月5日 原　辰弘 新  潟 加茂高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和５８年→１５回
195 平成17年8月5日 西村　幸治郎 青  森 八戸北高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和６０年→１６回
196 平成17年8月5日 田中　久志 三  重 皇學館高  Ｃ２ 昭和５７年→１６回
197 平成17年8月5日 大沼　博一 東  京 品川女子高  Ｃ２ 昭和６１年→１６回
198 平成17年8月5日 小川原　忠直 福  井 北陸高  Ｃ１・Ｃ２ 昭和４５年→１５回
199 平成18年7月31日 （故）本田　雅洋 長  崎 純心女子高 Ｃ２ 昭和５３年→１６回
200 平成18年7月31日 山田　雅春 兵　庫 報徳学園 Ｃ１ 昭和５０年→１５回
201 平成18年7月31日 三瓶　健一 埼  玉 聖望学園高 Ｃ２ 昭和５８年→１５回
202 平成18年7月31日 吉田　和史 大　阪 清風高 Ｃ１ 平成　３年→１６回
203 平成18年7月31日 岡村　育代 宮　城 常盤木学園高 Ｃ２ 平成　３年→１６回
204 平成18年7月31日 川﨑　純子 福　井 鯖江高 Ｃ２ 昭和６２年→１８回
205 平成19年7月28日 村木　啓造 静　岡 浜松城北工業高 Ｃ１ 平成　３年→１６回
206 平成19年7月28日 伊熊　博文 和歌山 和歌山工業高 Ｃ１・Ｃ２ 昭和６２年→１５回
207 平成19年8月3日 澤　賢一 大　阪 清風高 Ｃ３ 平成　元年→１９回
208 平成19年8月3日 山根　桂子 兵　庫 宝塚北高 Ｃ４ 昭和６３年→１５回
209 平成20年7月31日 原田　裕二 山　梨 甲府工業高 Ｃ３ 昭和５８年→２１回
210 平成20年8月4日 村松　俊哉 山　梨 日川高 Ｃ１ 平成　６年→１５回



211 平成20年8月4日 飯田　進 静　岡 静岡市立商業高 Ｃ２ 平成　２年→１８回
212 平成20年8月4日 松井　保憲 岩　手 盛岡第二高 Ｃ１・Ｃ２ 平成　３年→１５回
213 平成20年8月4日 太田　良美 長　野 飯田風越高 Ｃ１・Ｃ２ 昭和５８年→１５回
214 平成22年7月31日 山下　正 群　馬 高崎健康福祉大学高崎高 Ｃ２ 平成2年→１９回
215 平成22年7月31日 稲葉　新吾 静　岡 静岡学園高 Ｃ１・Ｃ２ 平成5年→１７回
216 平成22年7月31日 松本　俊一 鹿児島 れいめい高 Ｃ１・Ｃ２ 平成2年→２０回
217 平成23年8月5日 井本　吉彦 山　形 庄内総合高校 Ｃ１・Ｃ２ 平成５年→１８回
218 平成23年8月5日 石田　隆二 大　阪 太成学院大学高校 Ｃ１ 平成９年→１５回
219 平成24年8月1日 中島　松子 千　葉 習志野高校 Ｃ２ 昭和４９年→２０回
220 平成24年8月1日 神田　眞司 千　葉 市立船橋高校 Ｃ１ 平成元年→２０回
221 平成24年8月1日 金築　市朗 島　根 開星高校 Ｃ１・Ｃ２ 平成７年→１５回
222 平成24年8月9日 工藤　直人 北海道 恵庭南高校 Ｃ３ 平成３年→２０回
223 平成24年8月9日 渡邊　稔哉 徳　島 小松島高校 Ｃ３ 平成６年→１５回
224 平成25年7月27日 佐藤　功 岩　手 一関学院高校 Ｃ１・Ｃ２ 昭和48年→１７回
225 平成25年7月27日 矢田　英 石　川 小松高校 Ｃ１・Ｃ２ 平成7年→１８回
226 平成25年7月27日 芳村　猛 京　都 洛南高校 Ｃ１ 昭和６３年→２５回
227 平成25年7月27日 河合　稔之 京　都 京都廣学館高校 Ｃ２ 昭和５９年→２９回
228 平成25年7月27日 龍　富貴夫 佐　賀 鳥栖高校 Ｃ２ 平成５年→２０回
229 平成25年7月27日 岸　信博 鹿児島 れいめい高校 Ｃ１・Ｃ２ 昭和６１年→２２回
230 平成25年8月2日 荒川　栄 青　森 青森山田高校 Ｃ３ 平成8年→１７回
231 平成26年7月31日 風間　英一 熊　本 有明高校 Ｃ２ 平成１０年→１７回
232 平成26年7月31日 濵﨑　春夫 福　岡 九州国際大学付属高校 Ｃ１ 平成６年→１５回
233 平成26年7月31日 千葉　智 秋　田 能代松陽高校 Ｃ１・Ｃ２ 平成４年→１９回
234 平成26年7月31日 関戸　達朗 石　川 小松大谷高校 Ｃ１・Ｃ２ 平成１１年→１５回
235 平成28年8月9日 中山　智宏 佐　賀 神崎清明高校 Ｃ３ 平成１３年→１５回
236 平成29年7月31日 木原　勝之 富　山 伏木高校 Ｃ１・Ｃ２・Ｃ３ 昭和３８年→１８回
237 平成29年7月31日 伊藤　清美 三　重 桑名高校 Ｃ１ 平成２年→１５回
238 平成29年7月31日 会田　広 山　形 山形市立商業 Ｃ１・Ｃ２ 平成元年→１８回
239 平成29年7月31日 徳永　聡 山　形 酒田光陵高校 Ｃ２ 平成１１年→１６回
240 平成29年8月10日 田中　幸一 石　川 小松北高校 Ｃ３ 昭和５８年→１６回
241 平成29年8月10日 長田　京大 岡　山 高校 Ｃ３ 平成１２年→１６回
242 平成29年8月10日 林　晋平 香　川 坂出工業高校 Ｃ３ 平成１４年→１６回
243 平成30年8月10日 新井　裕子 群　馬 高崎東 Ｃ４ 平成６年→１５回
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