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関学会館

1 平成31年 2019 年 山本　紗希

8 平成30年 2018年 小野　健 長井　もも香 山下　來花 河内　彩夏

原　嘉一 川尻　葉月 鵜飼　夏也人 豊田　郁豪

4 平成29年 2017年 橋田　海馬 坂本　義樹 福井　麻里耶 佐々木　健

2 平成28年 2016年 崎久保 拓洋 井上　裕介

3 平成27年 2015年 笹川　智徳 吉田　健悟 宮下　愛

3 平成26年 2014年 小林　広果 世良　幸久 齋藤　寛弥

6 平成25年 2013年 那須野　諭 文野　知弥 田部井　美里 伊藤　かれん

鵜飼　建吾 平谷　源

3 平成24年 2012年 田中 洋佑 田島　初 山本　譲

2 平成23年 2011年 竹内　悠太 和佐田　勝久

4 平成22年 2010年 西村　有理花 畑　綾乃 加藤　晋平 浦川　貴史

2 平成21年 2009年 須田　葵 赤澤　寛幸

3 平成20年 2008年 上原　泰祐 奥村 真也 高岡　幸恵

6 平成19年 2007年 門田　直人 長田　直子 柴崎　愛子 酒井　由美子

藤井　和幸 矢口　元大

2 平成18年 2006年 松崎　剛志 坂上　一真

4 平成17年 2005年 今西　明 三辻　大四郎 新宮 敏史 出口千容

2 平成16年 2004年 川嶋　隆徳 板持　雅昭

3 平成15年 2003年 今井　啓介 山縣　功 佐治　良太

4 平成14年 2002年 山田　克樹 中園　清香 岡尾　憲作 小谷　直也

1 平成13年 2001年 賀門　哲教

6 平成12年 2000年 森田　昌孝 中園　博喜 平松　憲太郎 野口　美樹

藤本　敦子 金田　理恵

3 平成11年 1999年 松永　公一 清水　健次郎 関田　信之

平成10年 1998年

2 平成9年 1997年 原　裕一 今村　真

1 平成8年 1996年 貴島　順治

2 平成7年 1995年 藤江　弘和 櫻井　さやか

2 平成6年 1994年 桶屋　良太 岡田　章

平成5年 1993年

3 平成4年 1992年 佐々木　和恵 初田　洋介 瀧井　裕

1 平成3年 1991年 山田　圭介

2 平成2年 1990年 真田　満 橋本　久幸

2 平成1年 1989年 岡　輝英 京極　雅典

3 昭和63年 1988年 福本　雅之 杉本　要 権野　学

2 昭和62年 1987年 高山　敏一 原　達也

2 昭和61年 1986年 吉川　　徹 内藤　俊夫

昭和60年 1985年

4 昭和59年 1984年 田口　明宏 原田　暢久 松平　慎二 岩藤　浩志

昭和58年 1983年

2 昭和57年 1982年 武田　典久 田辺　一博

昭和56年 1981年

2 昭和55年 1980年 妹尾　冬樹 小林　道男

昭和54年 1979年

1 昭和53年 1978年 北村　公一

1 昭和52年 1977年 大倉　秀雄

昭和51年 1976年

1 昭和50年 1975年 有佐見　吉信

昭和49年 1974年

2 昭和48年 1973年 西尾　純 竹内　博恭

昭和47年 1972年

1 昭和46年 1971年 根布　寛

昭和45年 1970年

1 昭和44年 1969年 上田　一郎

3 昭和43年 1968年 重元　勝 梶岡　幹生 寺岡　博

1 昭和42年 1967年 中井　勝

2 昭和41年 1966年 荒木　紀一 福本　雅夫

3 昭和40年 1965年 崎山　武雄 高島　與一 田中　康彦

1 昭和39年 1964年 岡見　紀夫

2 昭和37年 1962年 森　昭 河上　孝久

3 昭和35年 1960年 馬淵かの子 瓜谷　忠夫 山村　義継

1 昭和33年 1958年 砂本　功

1 昭和32年 1957年 島田　邦男

1 昭和31年 1956年 手塚　政一

1 昭和24年 1949年 田嶋　俊雄
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