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1 2001 豊田 哲平 愛知県ﾄﾖﾀﾞ ﾃｯﾍﾟｲ

2 2002 田中 岬生 埼玉県 keispower!ﾀﾅｶ ﾐｻｷ

3 2003 廣瀬 知也 神奈川県 kokusaiﾋﾛｾ ﾄﾓﾔ

4 2004 市川 秀樹 愛知県ｲﾁｶﾜ ﾋﾃﾞｷ

5 2005 荒川 直久 静岡県ｱﾗｶﾜ ﾅｵﾋｻ

6 2006 豊田 晋一 愛知県 OACﾏﾗｿﾝ部ﾄﾖﾀﾞ ｼﾝｲﾁ

7 2007 松永 充弘 静岡県ﾏﾂﾅｶﾞ ﾐﾂﾋﾛ

8 2008 鈴木 宏幸 静岡県 adipo-shakersｽｽﾞｷ ﾋﾛﾕｷ

9 2009 前村 真一 東京都ﾏｴﾑﾗ ｼﾝｲﾁ

10 2010 野村 隆 宮城県ﾉﾑﾗ ﾀｶｼ

11 2011 志賀 勝宏 愛知県 ﾁｰﾑ ｴﾉﾙﾌin三河ｼｶﾞ ｶﾂﾋﾛ

12 2012 工藤 直樹 愛知県 ﾁｰﾑ ｴﾉﾙﾌin三河ｸﾄﾞｳ ﾅｵｷ

13 2013 石原 勝 山梨県 ﾗﾝﾗﾝｸﾗﾌﾞｲｼﾊﾗ ﾏｻﾙ

14 2014 小野 晴義 山梨県 ﾁｰﾑﾀﾑﾗｵﾉ ﾊﾙﾖｼ

15 2015 渡邉 一義 山梨県 ﾁｰﾑﾀﾑﾗﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾖｼ

16 2016 内藤 恵一 山梨県 山梨中銀ﾘｰｽﾅｲﾄｳ ｹｲｲﾁ

17 2017 武市 雅宏 愛知県ﾀｹﾁ ﾏｻﾋﾛ

18 2018 岩波 博史 長野県 足湯+ｲﾜﾅﾐ ﾋﾛｼ

19 2019 成田 秀喜 東京都 ☆ｱｷ☆ﾗﾝ☆ﾅﾘﾀ ﾋﾃﾞｷ

20 2020 宮坂 大樹 長野県 TEAMﾏｸﾞﾛﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ

21 2021 古屋 克孝 東京都ﾌﾙﾔ ｶﾂﾀｶ

22 2022 小笠原 正仁 静岡県 14方面隊ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾏｻﾋﾄ

23 2023 加藤 亮介 静岡県 14方面隊ｶﾄｳ ﾘｮｳｽｹ

24 2024 福石 尚広 静岡県 14方面隊ﾌｸｲｼ ﾅｵﾋﾛ

25 2025 佐藤 雄基 静岡県 14方面隊ｻﾄｳ ﾕｳｷ

26 2026 山本 剛 神奈川県 Team ZAIMOKUZAﾔﾏﾓﾄ ｺﾞｳ

27 2027 制野 勝 茨城県 塙山くらぶｾｲﾉ ﾏｻﾙ

28 2028 中村 圭介 東京都ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

29 2029 熊谷 潤 長野県 IIDA-WAVEｸﾏｶﾞｲ ｼﾞｭﾝ

30 2030 綿野 起世志 埼玉県 team kiyoshiﾜﾀﾉ ｷﾖｼ

31 2031 宮脇 誠 岐阜県 ﾁｰﾑM&Aﾐﾔﾜｷ ﾏｺﾄ

32 2032 曽我 聡 神奈川県 ﾍﾞｰｸﾞﾙﾜﾝｿｶﾞ ｻﾄﾙ

33 2033 町田 順市 山梨県ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ

34 2034 中島 康陽 愛知県ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾀｶ

35 2035 安藤 哲也 岐阜県 ﾁｰﾑM&Aｱﾝﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ

36 2036 椎名 隆彦 長野県ｼｲﾅ ﾀｶﾋｺ

37 2037 那須 慎太郎 神奈川県ﾅｽ ｼﾝﾀﾛｳ

38 2038 大久保 清彦 神奈川県 ｹｾﾗｾﾗﾝﾅｰｽﾞｵｵｸﾎﾞ ｷﾖﾋｺ

39 2039 金子 真吾 東京都ｶﾈｺ ｼﾝｺﾞ

40 2040 赤木 幹大 神奈川県ｱｶｷﾞ ﾀﾀﾞﾋﾛ

41 2041 島田 勝人 長野県ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ

42 2042 原 宏之 神奈川県 ★neko3★ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ

43 2043 犬飼 大介 愛知県 のりすけさんｲﾇｶｲ ﾀﾞｲｽｹ

44 2044 加子 徳孝 愛知県 のりすけさんｶｺ ﾉﾘﾀｶ

45 2045 宮川 朋史 福井県ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓﾌﾐ

46 2046 中村 大次 福井県ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｼﾞ

47 2047 増田 峰之 福井県ﾏｽﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

48 2048 小島 創太 福井県ｺｼﾞﾏ ｿｳﾀ

49 2049 伊藤 裕久 愛知県ｲﾄｳ ﾋﾛﾋｻ

50 2050 宮川 克彦 愛知県 ころがり道場ﾐﾔｶﾜ ｶﾂﾋｺ
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51 2051 北村 亮 愛知県ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳ

52 2052 丹羽 光弘 愛知県 ﾊﾟｲﾛﾝｸﾗｯｼｭﾆﾜ ﾐﾂﾋﾛ

53 2053 吉田 洋介 長野県ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ

54 2054 安本 悟 大阪府ﾔｽﾓﾄ ｻﾄﾙ

55 2055 生原 章太郎 山梨県ﾊｲﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ

56 2056 林 雄大 神奈川県ﾊﾔｼ ｶﾂﾋﾛ

57 2057 小野沢 正博 神奈川県 海老名市消防署ｵﾉｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ

58 2058 松本 充博 神奈川県 血達磨ﾏﾂﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ

59 2059 木藤 徳郎 神奈川県 血達磨ｷﾄｳ ﾄｸﾛｳ

60 2060 瀬戸 幸正 神奈川県 ﾍﾞｰｸﾞﾙﾜﾝｾﾄ ﾕｷﾏｻ

61 2061 中條 茂幸 神奈川県 Bagel Oneﾅｶｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾕｷ

62 2062 松川 徹也 神奈川県 ﾍﾞｰｸﾞﾙﾜﾝﾏﾂｶﾜ ﾃﾂﾔ

63 2063 中村 良則 神奈川県 ﾍﾞｰｸﾞﾙﾜﾝﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ

64 2064 藤田 弘行 埼玉県ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ

65 2065 藤井 誠一 東京都ﾌｼﾞｲ ｾｲｲﾁ

66 2066 浅野 護 ｱｻﾉ ﾏﾓﾙ

67 2067 尾崎 章夫 ｵｻﾞｷ ｱｷｵ

68 2068 出納 優介 ｽｲﾄﾞｳ ﾕｳｽｹ

69 2069 保坂 新一郎 ﾎｻｶ ｼﾝｲﾁﾛｳ

70 2070 木野 貢造 ｷﾉ ｺｳｿﾞｳ

71 2071 澤田 貴幸 ｻﾜﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

72 2072 堀内 章広 東京都ﾎﾘｳﾁ ｱｷﾋﾛ

73 2073 亀井 和利 神奈川県 OSJ Cycleｶﾒｲ ｶｽﾞﾄｼ

74 2074 内田 敬之 東京都ｳﾁﾀﾞ ﾀｶﾕｷ

75 2075 遠藤清孝 千葉県 299RCｴﾝﾄﾞｳｷﾖﾀｶ
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