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◆第１回 2000年/平成12年
木下･下野 今野･今野 中島･太田 阿部･石井 菅原･大木 公平･熊谷 森田･森田

東京 宮城 東京 宮城 山形 宮城 静岡
松井･西山 川村･佐藤 阿部･鈴木 実川･山本 千葉･浜田 本田･本田 安西･末次

高知 東京 山形 山形 東京 静岡 東京
数川・栃窪 佐藤･鎌田 大沼･大沼

宮城 宮城 埼玉

◆第２回 2001年/平成13年
中島･東 平兮･平兮 鈴木･木村 朝妻･朝妻 牧野･星山 千葉･千葉 小原･畠山

東京 東京 栃木 栃木 新潟 埼玉 宮城
沢野･森畑 阿部･鈴木 鈴木･山田 川村･佐藤 近藤･鈴木 松永･真鍋 深井･田中

新潟 山形 東京 東京 東京  山梨千葉 山梨
三田村･遠藤 数川･千田 池田･星

山形 宮城 宮城

◆第３回 2002年/平成14年
長田・加藤 木下・樋田 田崎・翁 鈴木･木村 澤野･田村

北海道 東京  栃木宮城 栃木 新潟
阿部･鈴木 川村・鈴木 小野寺・小野寺 千葉･千葉 遠藤・工藤

山形 東京 宮城 埼玉 山形
佐藤・山本 斉藤・鎌田

 宮城仙台  宮城仙台

◆第４回 2003年/平成15年
木下･樋田 佐藤・徳能 熊谷・佐々木

東京 仙台 仙台
加藤・梯 川村･佐藤 阿部･鈴木 千葉･千葉 岡室・岡室 岩本・岩本 本田･本田 佐藤・浜田 松下・松下

東京 東京 山形 埼玉 栃木 栃木 埼玉 東京 山梨
古橋・栃窪 柿沼・横山
仙台宮城 埼玉

◆第５回 2004年/平成16年
高橋・高橋 木ノ下･樋田 小田･小田 石田・石田 五十嵐・羽鳥

青森仙台 東京 埼玉 東京 栃木
星山・南雲 中島・東 川村･佐藤 伊藤・杉野 千葉･千葉 有賀・若槻

新潟 東京 東京 仙台 埼玉宮城 長野
寒河江・太田

仙台

◆第６回 2005年/平成17年
村上・大沼
仙台・宮城
加藤・梯 小笠原・石垣

東京 仙台
尾形・髙野

仙台

◆第７回 2006年/平成18年
越前屋・柳村 三木・三木

岩手 茨城
中島・東 岡室・岡室 伊藤・杉野 森田・森田

東京 栃木 仙台 神奈川
斎藤・勝木 平方・遠藤
仙台山形 山形

◆第８回 2007年/平成19年
越前屋・柳村 大和・大沢 小野・中出 村上・若林

岩手 新潟 埼玉 仙台岩手
加藤・梯 伊藤・杉野 中島・東 斉藤・髙橋 横野・磯部 熊谷・佐々木 佐藤・本吉

東京 仙台 東京 岩手 新潟 仙台 東京
実川・山本 近藤・福田

千葉 東京

◆第９回 2008年/平成20年
渡部・沼澤 玉川・柏原 大和･大沢 菅野・北澤 遠藤・滝元 佐野・佐野 外山・藤沖

山形 福島 新潟 茨城 東京 神奈川 新潟仙台
越前屋・柳村 加藤・梯 高橋・佐々木 中島・中村 横野・磯野 斉藤・髙橋 滝元・遠藤

岩手 東京 岩手 東京 新潟 岩手 東京
髙橋・西大條 村上・村上

仙台 神奈川
◆第１０回 2009年/平成21年

渡部・沼澤 大和・大沢 佐野・佐野
山形 新潟 神奈川
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藤澤・柳村 染岡・若林 小島･小島 土屋・土屋
岩手 千葉岩手 神奈川 東京

前田･松崎 中島･東 広原･吉田 佐藤･馬渕
千葉 東京 千葉 東京

小宮山・有賀 村上・村上 実川・山本 近藤・馬渕
東京 神奈川 千葉 東京

◆第１１回 2010年/平成22年
渡部・沼澤 中嶋・中嶋 須田・浜名 三浦・木村 江田・江田 佐野・佐野 佐藤・駒込

山形 群馬 東京 千葉 千葉 神奈川 岩手

小出・渡部 藤澤・柳村 高橋・鳴海 山田・植椙 小島・小島 関口・大網 長尾・千葉
福岡仙台 岩手 仙台 静岡 神奈川 神奈川東京 青森
名嶋･大池 中島･東 斉藤･高橋 森田･森田 千葉･千葉 池田･田口

茨城 東京 岩手 神奈川 埼玉 東京
横野・重光 浅利・中村 小宮山・高橋 近藤・馬渕
新潟富山 青森 東京千葉 東京
千葉・浜田 村上・村上 佐藤・黒須

東京 神奈川 仙台

◆第１２回 2011年/平成23年
酒井・伊藤 渡辺・渡辺 中西・斉藤 鈴木・小川 渡部・沼澤 遠藤・安達 三国・山田

埼玉 埼玉 千葉 神奈川 山形 東京 仙台

小池・今津 藤澤・藤澤 小出・渡部 石田・石田 宍戸・佐藤由 宮島・今春 滝元・滝元
東京埼玉 岩手 福岡仙台 東京埼玉 山形仙台 福島岩手 東京
中島･東 小林･安田 高橋･佐々木 新井･新井 天野･遠藤 斉藤･高橋 小室･小室

東京 富山 岩手 茨城 東京 岩手 茨城
小宮山・前田 実川・山本 浅利・中村 小沢・浅野

東京 千葉 青森 神奈川仙台
千葉・浜田 松田・村田 菊地・津村 滝・井戸

東京 東京 宮城北海道 静岡東京

◆第１３回 2012年/平成24年

酒井・伊藤 渡部・沼澤 鈴木・小川 塚田・野口 浅野・竹本 渡辺・渡辺 藤田・菊地

埼玉 山形 神奈川 東京 富山 埼玉 仙台

小宮・斉藤 石村・中村 小出・渡部 下野・野口 曽我・曽我 宮島・今春 宍戸・大志田

神奈川 東京 福岡仙台 東京 千葉 福島岩手 山形岩手

神代･今泉 高橋･佐々木 中島･東 長谷川･小泉 渡辺･菅谷 酒出･酒出 菅原･菅原

富山 岩手 東京 神奈川 東京 茨城 岩手

浅利・中村 小宮山・前田

青森 東京

千葉・浜田 実川・山本 佐藤・高橋 佐藤・黒須 大橋・大橋
東京 千葉 岩手 仙台 愛知

◆第１４回 2013年/平成25年
戸村・赤坂 藤浦・藤浦

宮城 仙台
石飛・影山 相原・嶋倉

埼玉 仙台
渡部・沼澤 菅野・北澤 中津・三塚 奥出・今井 小林・藤沖 玉川・伊藤 松本・小佐野

山形 茨城 仙台 東京 新潟神奈川 福島 宮城東京
谷地舘・谷地舘 小宮・斉藤 石田・中村 石村・東 曽我・曽我 山田・植椙 佐藤・渡部 佐藤・千葉 宍戸・岩瀬

東京 神奈川 東京 東京 千葉 静岡 福島 秋田 山形福島
中島･須田 加藤・梯 浜谷･南雲 越前屋･柳村 天野･遠藤 安宅･若林 高橋･塩田 岩崎･小池 小崎･滝田

東京 東京 新潟 岩手 神奈川 秋田岩手 福島 福島 岩手
浅利・中村 小宮山・前田

青森 東京
菊池・髙橋 鈴木・朴 実川・山本 村上・村上 宮本・宮本 菅原・野村 池田・土井

岩手 東京 千葉 神奈川 東京 東京 東京
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◆第１５回 2014年/平成26年
桜井・市川 小坂部・南村 戸村・赤坂 尾形・鈴木 古橋・坪井 長田・中村 相原・嶋倉

仙台 東京和歌山 宮城 仙台 仙台福島 岩手 仙台
奥出・今井 渡部・沼澤 菅野・北澤 榎本・榎本 佐野・佐野 平本・佐藤 松本・小佐野

東京 山形 茨城 茨城 神奈川 神奈川 宮城・東京
中村・佐々木 小宮・斉藤 石塚・髙橋 佐藤･駒込 早坂・菅原 内海・鈴木 佐藤・石川

東京 神奈川 埼玉 岩手 仙台福島 神奈川 青森秋田
磯･磯 柏･今野 山田・植椙 長谷川･小泉 越前屋･柳村 上野･今春 江口･星山 小島･小島 安住･阿部
千葉 宮城仙台 静岡 神奈川 秋田岩手 福島岩手 新潟 神奈川 仙台

星山･南雲 小宮山･前田 長沼･大池 鈴木･輿水 鈴木･輿水
新潟 東京 茨城 静岡 静岡

渡辺･染谷 実川･山本 武田･武田 横野･重光 黒田･寺村
東京 千葉 愛知 新潟富山 秋田

吉田･浅越 宮本･宮本
千葉埼玉 東京

◆第１６回 2015年/平成27年
諸多･工藤 阪口･米田
宮城仙台 埼玉千葉
源口･奥村 江田･本郷 水島･村上 岡崎･小黒澤 照沼･佐藤 小坂部・南村 相原・嶋倉
愛知石川 千葉神奈川 千葉 仙台 茨城 東京 仙台
渡部・沼澤 若松･高倉 遠藤･増田 2部：金児･金児 3部：山下･坂井

山形 東京 東京 茨城 宮城東京
中村・佐々木 藤澤･藤澤 入澤･小林 佐藤･舘沢 石塚・高橋 佐野･佐野 房野･北村

東京 岩手 静岡 青森仙台 埼玉 神奈川 埼玉
高岡･今津 磯･磯 井上･小松崎 今野･今野 小崎･若林 荒井･荒井 小島･小島 山本･吉澤 菅原･菅原
福井埼玉 千葉 茨城 千葉仙台 岩手 茨城 神奈川 埼玉 宮城
松倉･佐藤 小宮山･前田 高橋･佐々木 斉藤･高橋 鶴見･鶴見 三浦･松原 北原･北原
東京山形 東京 岩手 岩手 栃木 栃木 東京
実川･山本 木暮･関口 松田･染谷

千葉 群馬 東京
佐藤･太田 間宮･二階堂 佐藤･黒須
岩手仙台 千葉仙台 仙台

◆第１７回 2016年/平成28年
伊藤･新屋 鈴木･工藤 伊深･横山 伊深･阿部 岡崎･志摩
岩手仙台 仙台 仙台 宮城 仙台

中村･山ノ内 水島･村上 鹿内･山口 田村･宮崎 江田･本郷 木下･木下 長田･中村
仙台 千葉 茨城 青森岩手 千葉神奈川 千葉 岩手

大塚･高倉 馬場･岡 外島･塚野
東京愛知 愛知仙台 福島
渡部･沼澤 貫井･堀池 須田･浜名 関口･林 杉町･関口 嵐･堀田 鈴木･守屋

山形 東京 東京 茨城 千葉 冨山 仙台
磯･磯 井上･小松崎 渡辺･齋等 山田・植椙 南部･武田 小島･小島 安宅･若林 今野･今野 渡辺･渡辺
千葉 茨城 福島 静岡 秋田 神奈川 秋田岩手 千葉仙台 福島

松倉･佐藤 森･大池 鈴木･輿水 渡辺･菅谷 磯島･磯島
東京山形 茨城 静岡 東京 神奈川
池田･小林 木暮･関口 中谷･小泉 一戸･菅 安住･阿部
東京神奈川 群馬 冨山 千葉 仙台
松田･米望 中村･足立 佐藤･畠山

東京 茨城 岩手

◆第１８回 2017年/平成29年
村田･中村 星･伊藤

仙台 仙台
藤本･阿部 伊藤･新屋 鈴木･工藤 高柳･小黒澤 戸村･赤坂 片山･奥村 長田･中村

東京 岩手仙台 仙台 宮城仙台 宮城 東京石川 岩手
外島･塚野 半谷･佐久間 林･小野 菊地･菊地 榎本・榎本 佐藤･熊沢 相馬･白鳥

福島 福島 仙台宮城 仙台 茨城 青森愛知 青森
貫井･堀池 馬場･徳能 中西･斉藤 岡野･田村 関口･林 宇野･足立 井口･佐々木

東京 宮城仙台 千葉 茨城 茨城 茨城 神奈川仙台
藤沢･藤沢 上野･今春 田中･衛藤 宮島･遠藤 長谷川･桜井 佐藤･佐藤 三浦･木村 高野･高野 渡辺･渡辺

岩手 福島岩手 神奈川 福島 埼玉 栃木 千葉 秋田 福島
大島･佐藤 桜庭･今野 井上･小松崎 森･大池 長沼･宍戸
福島山形 宮城仙台 茨城 茨城 茨城
木暮･関口 長沼･宍戸

群馬 茨城
吉田･藤田 菊地・高橋 齋藤･湯村

京都 岩手 仙台
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栄光ある過去の実績   ★☆混合の部☆★

種 目
１ 部 ２ 部

参加

◆第１９回 2018年/平成30年
今野･今野 村田･中村
仙台宮城 仙台
鈴木･工藤 高柳･奥村 藤浦･藤浦

仙台 宮城石川 仙台
水島･高倉 半谷･佐久間 大久保･前田 神･南村 林･小野 青嶋･岩崎 尾形･朝日
千葉愛知 福島 千葉茨城 千葉東京 宮城 静岡 仙台福島
外島･塚野 玉川･太田 鈴木･鈴木 龍田･龍田 中西･斉藤 大和･大沢 高橋･高橋

福島 福島 神奈川 広島 千葉 新潟 栃木
貫井･堀池 本多･星 高山･長沼 田中･衛藤 上野･今春 高野･高野 長谷川･桜井 岡野･田村 高橋･平野

神奈川 福島 山形 神奈川 福島岩手 南都･武田 埼玉 茨城 岸･中出
大島･佐藤 高橋・佐藤 奥田･奥田 野木･東野 礒･礒 小島･小島 高橋･塩田
福島山形 岩手仙台 京都 滋賀 千葉 神奈川 福島山形
木暮･関口 小野寺･小野寺

群馬 宮城
新津･荒木 実川･山本 佐藤･伊藤

新潟 千葉 岩手

◆第２０回 2019年/令和１年 宮城野体育館･カメイアリーナ仙台
鈴木･阿部 古橋･横山
宮城東京 宮城仙台
伊深･大塚 高柳･奥村 大久保･阪口 今野･今野

宮城 宮城石川 千葉 宮城仙台
阿部･伊藤 佐々木･上枝 半谷･佐久間 水島･北川 関谷･沼田 藤浦･小野 長田･中村

神奈川 神奈川 福島 千葉 千葉 仙台宮城 岩手
大田･高橋 奥出･今井 中西･斉藤 今野･三塚 佐野・佐野 坂本･本間 高橋･高橋

東京 東京 千葉 仙台 神奈川 埼玉 栃木
貫井･堀池 宮田･宮田 岡野･田村 石塚･高橋 田中･衛藤 野村･杉 渡辺･渡辺

東京 岩手 茨城 埼玉 神奈川 静岡 福島
下田･下田 成田･山田 浜谷･南雲 大島･佐藤 長谷川･小泉 髙山･長沼 岩崎･中村

神奈川 青森 新潟 福島山形 神奈川 山形 福島
奥田･奥田 星山･安達 加藤･梯 長沼･宍戸 西川･西川

京都 新潟 東京 茨城 愛知
実川･山本 黒田･寺村 小暮･関口 八木･八木

千葉 秋田 群馬 神奈川

◆第２１回 2020年/令和2年

◆第２２回 2021年/令和3年

　コロナ感染対策のため中止
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