
競技記録
年 西  暦 クラブ選手権優勝者 理事長杯優勝者
昭和36 1961 石毛　欣家 未開催
昭和37 1962 吉川　金重 未開催
昭和38 1963 石毛　欣家 未開催
昭和39 1964 宮崎光市良 下條　　茂
昭和40 1965 郭　　茂林 清原　秀雄
昭和41 1966 新井　安寿 塩田　勇昭
昭和42 1967 佐伯　　弘 佐伯　　弘
昭和43 1968 大河内文男 北原　幸次
昭和44 1969 塩田　勇昭 中村　　寛
昭和45 1970 塩田　勇昭 宮地　修治
昭和46 1971 塩田　勇昭 岡野　幸男
昭和47 1972 岡野　幸男 柳島　朝彦
昭和48 1973 山下広太郎 落合　将己
昭和49 1974 岡野　幸男 橋本　一政
昭和50 1975 大久保幸次 田中　秀明
昭和51 1976 大久保幸次 橋本　一政
昭和52 1977 杉田　成豊 内藤　松雄
昭和53 1978 古菅　敏夫 利　　博文
昭和54 1979 岡野　幸男 山口　　昭
昭和55 1980 髙橋　録造 雲所　誠治
昭和56 1981 岡野　幸男 天野　雅之
昭和57 1982 白石　　亮 髙橋　録造
昭和58 1983 大久保幸次 橋本　一政
昭和59 1984 白石　　亮 佐藤　俊之
昭和60 1985 大久保幸次 藤森　文彬
昭和61 1986 斎藤　眞人 矢野　明義
昭和62 1987 岡野　幸男 岡野　幸男
昭和63 1988 桜井　真一 福田　治夫
昭和64（平成元年） 1989 大久保幸次 林　　吉男
平成  ２ 1990 大久保幸次 栗原　誠一
平成  ３ 1991 松井　義明 田中　倉造
平成  ４ 1992 大久保幸次 仲村　初男
平成  ５ 1993 内藤　松雄 井上　　堯
平成  ６ 1994 斎藤　眞人 井上　　堯
平成  ７ 1995 清水　幸彦 伊東　輝昌
平成  ８ 1996 岡野　幸男 田中　秀明
平成  ９ 1997 利　　博文 梶原　功嗣
平成１０ 1998 田中　倉造 小坂　　譲
平成１１ 1999 内藤　　潔 中村　康彦
平成１２ 2000 内藤　　潔 高松　　勝
平成１３ 2001 大久保幸次 古菅　君夫
平成１４ 2002 田中　倉造 岡野　幸男
平成１５ 2003 井上　　堯 荻澤　　晃
平成１６ 2004 内藤　松雄 土屋　雅史
平成１７ 2005 小山田壮権 小林茂三郎
平成１８ 2006 小山田壮権 髙橋　　功
平成１９ 2007 小山田壮権 加藤　武雪
平成２０ 2008 小山田壮権 屋宮　淳一
平成２１ 2009 小山田壮権 熊澤　英男
平成２２ 2010 相馬　聡夫 田中　倉造
平成２３ 2011
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年 西  暦 スクラッチ競技優勝者 シニア選手権優勝者 グランドシニア選手権優勝者
昭和36 1961 未開催 未開催 未開催
昭和37 1962 未開催 植田　正雄 未開催
昭和38 1963 佐野顕之輔 植田　正雄 未開催
昭和39 1964 宮崎光市良 石林友之進 未開催
昭和40 1965 前田　隆治 細谷　辰雄 未開催
昭和41 1966 中　止 定松　秀雄 未開催
昭和42 1967 新井　安寿 内田　邦彦 未開催
昭和43 1968 塩田　勇昭 内田　邦彦 未開催
昭和44 1969 中　止 内田　邦彦 未開催
昭和45 1970 岩崎　徳雄 内田　邦彦 未開催
昭和46 1971 大久保幸次 内田　邦彦 未開催
昭和47 1972 杉田　成豊 伊藤　鶴松 未開催
昭和48 1973 杉田　成豊 北原　幸次 未開催
昭和49 1974 杉田　成豊 志賀　信秀 未開催
昭和50 1975 大久保幸次 安藤芳次郎 未開催
昭和51 1976 杉田　成豊 安藤芳次郎 未開催
昭和52 1977 杉田　成豊 坂本　五郎 未開催
昭和53 1978 岡野　幸男 安藤芳次郎 未開催
昭和54 1979 山口　　昭 安藤芳次郎 未開催
昭和55 1980 岡野　幸男 佐藤　順吉 未開催
昭和56 1981 岡野　幸男 安藤芳次郎 未開催
昭和57 1982 岡野　幸男 高橋　忠国 志賀　信秀
昭和58 1983 斎藤　眞人 雨宮　武晴 亀田　俊夫
昭和59 1984 杉田　成豊 高橋　忠国 亀田　俊夫
昭和60 1985 岡野　幸男 岩間信二郎 亀田　俊夫
昭和61 1986 清水　幸彦 佐藤　順吉 志賀　信秀
昭和62 1987 大久保幸次 大河内文男 稲垣　源作
昭和63 1988 大久保幸次 豊島雍一郎 岩間信二郎
昭和64（平成元年） 1989 内藤　松雄 豊島雍一郎 笠原　貞夫
平成  ２ 1990 岡野　幸男 岡野　幸男 坂井　敏男
平成  ３ 1991 田中　秀明 亀田　秀夫 中　止
平成  ４ 1992 内藤　松雄 亀田　秀夫 笠原　貞夫
平成  ５ 1993 岡野　幸男 田中　満司 新里　武男
平成  ６ 1994 斎藤　眞人 岡野　幸男 新里　武男
平成  ７ 1995 岡野　幸男 雲所　誠治 坂井　敏男
平成  ８ 1996 大久保幸次 岡野　幸男 岩間信二郎
平成  ９ 1997 田中　倉造 大久保幸次 芦田　孝之
平成１０ 1998 田中　倉造 大久保幸次 岡野　幸男
平成１１ 1999 内藤　　潔 白石　　亮 豊島雍一郎
平成１２ 2000 津村　竜浩 大久保幸次 岡野　幸男
平成１３ 2001 田中　倉造 増井　昌弘 田中　満司
平成１４ 2002 澤村　治道 林　　吉男 亀田　秀夫
平成１５ 2003 内藤　松雄 林　　吉男 岡野　幸男
平成１６ 2004 井上　　堯 小菅豊太郎 秋山　　俊
平成１７ 2005 澤村　治道 井上　　堯 秋山　　俊
平成１８ 2006 本藤　利一 井上　　堯 小林茂三郎
平成１９ 2007 田中　倉造 伊藤　佐一 岡野　幸男
平成２０ 2008 内藤　　潔 井上　　堯 比留間秀夫
平成２１ 2009 内藤　　潔 伊藤　佐一 荻澤　　晃
平成２２ 2010 伊藤　佐一 伊藤　佐一 金成　忠夫
平成２３ 2011 増井　昌弘
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