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平成22年 大坂吉文 本位田光重 小笹淳二 松本毅 竹安数博 板垣宏明 荒川雅裕 楠川恵津子 谷 彰三 長沢啓行 水山 元 中島健一 中易秀敏 黒沢敏朗 竹安数博 皆川健多郎 久保貞也

21 長沢啓行 大坂吉文 竹安数博 溝口泰弘 辻　洋 小笹淳二 皆川健多郎 楠川恵津子 久米靖文 谷 彰三
能勢豊一

中島健一
谷 彰三 岩崎日出男 中易秀敏 宇井徹雄 平林直樹 森澤和子

水山 元 中島健一

20 長沢啓行 大坂吉文 竹安数博 溝口泰弘 辻　洋 小笹淳二 皆川健多郎 楠川恵津子 吉川哲朗 久米靖文 能勢豊一
中島健一
谷 彰三

宇井徹雄 岩崎日出男 宇井徹雄 平林直樹 森澤和子

19 溝口泰弘 長沢啓行 河合秀彌 竹安数博 岩崎日出男 大坂吉文 河村泰典 皆川健多郎 黒沢敏朗 吉川哲朗
宇井徹雄

饗庭正樹
寺島和夫 平林直樹 森澤和子

能勢豊一 中島健一

18 溝口泰弘 長沢啓行 河合秀彌 竹安数博 綿田弘 楠川恵津子 河村泰典 皆川健多郎 黒沢敏朗 岩崎日出男 宇井徹雄
饗庭正樹
寺島和夫

平林直樹

17 久米靖文 溝口泰弘 黒沢敏朗 吉川哲朗 綿田弘 楠川恵津子 本位田光重 皆川健多郎 水田安紀 岩崎日出男 宇井徹雄
饗庭正樹
寺島和夫

佐藤 望 中野健太郎

16 久米靖文 溝口泰弘 黒沢敏朗 吉川哲朗 小深田孝 松本政秀 本位田光重 皆川健多郎 水田安紀 岩崎日出男 宇井徹雄 越出均 佐藤 望 葛山智継
15 水田安紀 久米靖文 森俊洋 廣瀬好幹 小深田孝 松本政秀 寺島　和夫 由井　浩 米澤政昭 一井正保 宇井徹雄 越出均 佐藤 望 板垣宏明
14 水田安紀 久米靖文 森俊洋 廣瀬好幹 野口博司 椎原正次 寺島　和夫 由井　浩 米澤政昭 一井正保 宇井徹雄 越出均 近澤孝昌 板垣宏明
13 森健一 水田安紀 地代憲弘 平林直樹 野口博司 椎原正次 岩崎日出男 岡田好史 米澤政昭 一井正保 宇井徹雄 越出均 山積啓一 泉井 力
12 森健一 水田安紀 地代憲弘 平林直樹 本位田光重 中島健一 岩崎日出男 岡田好史 米澤政昭 一井正保 宇井徹雄 越出均 山積啓一 泉井 力
11 豊田武彦 森健一 由井浩 寺島和夫 本位田光重 下左近多喜男 太田雅晴 有薗育生 越出均 森俊洋 宇井徹雄 越出均 河合秀弥 泉井 力
10 豊田武彦 森健一 由井浩 寺島和夫 辻新六 下左近多喜男 太田雅晴 有薗育生 越出均 森俊洋 久米靖文 亀島鉱二 河合秀弥 泉井 力
9 住吉和司 豊田武彦 村杉健 冬木正彦 辻新六 中島健一 小島敏彦 前田節雄 寺島和夫 中本忠恵 久米靖文 亀島鉱二 大野 彰
8 住吉和司 豊田武彦 村杉健 冬木正彦 長沢啓行 松田貴典 小島敏彦 前田節雄 寺島和夫 中本忠恵 久米靖文 亀島鉱二 大野 彰
7 児玉吉弘 住吉和司 羽石寛寿 本位田光重 長沢啓行 松田貴典 能勢豊一 寺島和夫 冬木正彦 室井勉 宇井徹雄 久米靖文 佐藤文彦 村杉健
6 児玉吉弘 住吉和司 羽石寛寿 本位田光重 市橋秀友 黒沢敏朗 能勢豊一 寺島和夫 冬木正彦 室井勉 宇井徹雄 由井浩 佐藤文彦 村杉健
5 太田宏 児玉吉弘 中易秀敏 井上一郎 市橋秀友 黒沢敏朗 長沢啓行 岡田好史 宇井徹雄 白神学 宇井徹雄 由井浩 浅野 誠
4 太田宏 児玉吉弘 中易秀敏 井上一郎 市橋秀友 黒沢敏朗 片山益男 岡田好史 宇井徹雄 白神学 宇井徹雄 由井浩 有薗育生
3 中野広 太田宏 中島勝 羽石寛寿 市橋秀友 黒沢敏朗 法雲俊邑 地代憲弘 宇井徹雄 白神学 太田宏 宇井徹雄 安藤繁治 能勢豊一
2 中野広 太田宏 中島勝 羽石寛寿 市橋秀友 中桐大寿 法雲俊邑 地代憲弘 宇井徹雄 白神学 太田宏 宇井徹雄 安藤繁治 能勢豊一

平成元年 栗山仙之助 中野広 住吉和司 久米靖文 宮崎茂次 中桐大寿 米澤政昭 羽石寛寿 宇井徹雄 白神学 太田宏 宇井徹雄 帆足辰雄 能勢豊一
昭和63年 栗山仙之助 中野広 住吉和司 久米靖文 宮崎茂次 中桐大寿 米澤政昭 羽石寛寿 宇井徹雄 白神学 太田宏 宇井徹雄 帆足辰雄 能勢豊一

62 藤田直身 栗山仙之助 米澤政昭 久米靖文 帆足辰雄 藤川亮吉 栗山仙之助 能勢豊一
61 藤田直身 栗山仙之助 米澤政昭 久米靖文 栗山仙之助 能勢豊一
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