
１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位 　
Ｓ４４ 富士宮 1 富士 ？ ？ ？ ？
Ｓ４５ ？ 2 富士宮 ？ ？ ？ ？
Ｓ４６ 御殿場 3 富士宮 富士 沼津 ？ ？
Ｓ４７ 沼津 4 富士宮 ？ ？ ？ ？
Ｓ４８ 富士 5 富士宮 三島 沼津 富士 伊東
Ｓ４９ 富士宮 6 三島 富士 富士宮 沼津 御殿場
Ｓ５０ 三島 7 沼津 三島 富士宮 富士 御殿場
Ｓ５１ 御殿場 8 富士 沼津 三島 富士宮 御殿場
Ｓ５２ 沼津 9 沼津 富士 富士宮 三島 御殿場
Ｓ５３ 伊東 10 富士 三島 沼津 富士宮 伊東 御殿場
Ｓ５４ 富士 11 富士 富士宮 三島 伊東 御殿場
Ｓ５５ 富士宮 12 富士宮 沼津 三島 伊東 富士 御殿場
Ｓ５６ 御殿場 13 富士 沼津 三島 富士宮 伊東 賀茂 熱海 御殿場
Ｓ５７ 三島 14 富士 三島 沼津 富士宮 伊東 御殿場 賀茂 熱海
Ｓ５８ 沼津 15 沼津 三島 富士 富士宮 伊東 賀茂 御殿場 熱海
Ｓ５９ 伊東 16 沼津 富士 三島 富士宮 賀茂 御殿場 伊東 熱海
Ｓ６０ 富士 17 富士 沼津 三島 富士宮 賀茂 御殿場 伊東 熱海
Ｓ６１ 富士宮 18 富士 沼津 富士宮 三島 伊東 賀茂 御殿場 熱海
Ｓ６２ 三島 19 富士 沼津 富士宮 三島 伊東 賀茂 御殿場 熱海
Ｓ６３ 御殿場 20 沼津 富士 富士宮 御殿場 伊東 賀茂 熱海
Ｈ１ 富士 21 三島 沼津 富士 富士宮 賀茂 伊東 御殿場 熱海
Ｈ２ 伊東 22 三島 賀茂 沼津 富士 富士宮 伊東 御殿場 熱海
Ｈ３ 熱海 23 沼津 富士 三島 賀茂 富士宮 御殿場 熱海 伊東
Ｈ４ 富士 24 富士 沼津 三島 富士宮 御殿場 賀茂 伊東 熱海
Ｈ５ 富士宮 25 富士 富士宮 沼津 賀茂 伊東 御殿場
Ｈ６ 沼津 26 沼津 三島 富士 御殿場 賀茂 富士宮 伊東 熱海
Ｈ７ 三島 27 富士 沼津 三島 伊東 富士宮 熱海 御殿場
Ｈ８ 御殿場 28 富士 沼津 三島 御殿場 伊東 富士宮 熱海
Ｈ９ 熱海 29 富士 沼津 伊東 富士宮 三島 賀茂 熱海
Ｈ１０ 伊東 30 富士 沼津 伊東 富士宮 三島 御殿場 熱海 賀茂
Ｈ１１ 富士 31 富士 沼津 三島 富士宮 伊東 御殿場 熱海
Ｈ１２ 富士宮 32 沼津 三島 富士 富士宮 御殿場 伊東 熱海
Ｈ１３ 沼津 33 三島 沼津 富士宮 富士 賀茂 御殿場 熱海 伊東
Ｈ１４ 三島 34 沼津 富士 三島 富士宮 伊東 熱海 賀茂 御殿場
Ｈ１５ 熱海 35 沼津 富士 三島 富士宮 伊東 御殿場 賀茂 熱海
Ｈ１６ 御殿場 36 三島 沼津 富士宮 富士 熱海 伊東 御殿場
Ｈ１７ 伊東 37 富士 沼津 三島 富士宮 伊東 熱海 御殿場 賀茂 ９位
Ｈ１８ 富士 38 三島 富士 沼津 伊豆の国 富士宮 御殿場 熱海 伊東
Ｈ１９ 富士宮 39 三島 沼津 富士 御殿場 伊豆の国 富士宮 熱海 　
Ｈ２０ 沼津 40 富士 三島 御殿場 沼津 伊東 富士宮 熱海 伊豆の国
Ｈ２１ 三島 41 富士 三島 沼津 御殿場 富士宮 伊東 伊豆の国 熱海 賀茂
Ｈ２２ 熱海 42 沼津 三島 富士 御殿場 富士宮 賀茂 熱海 伊東
Ｈ２３ 伊東 43 沼津 三島 富士 御殿場 伊東 富士宮 熱海 伊豆の国 賀茂
Ｈ２４ 御殿場 44 三島 沼津 富士 御殿場 富士宮 伊東 伊豆の国 熱海
Ｈ２５ 富士 45 三島 富士 沼津 熱海 富士宮 御殿場 伊豆の国 伊東
Ｈ２６ 富士宮 46 三島 富士 沼津 伊東 御殿場 富士宮 熱海 伊豆の国
Ｈ２７ 沼津 47 沼津 三島 富士 御殿場 伊東 熱海 富士宮 賀茂 　
Ｈ２８ 三島 48 三島 沼津 富士 富士宮 御殿場 熱海 伊豆の国 伊東 賀茂
Ｈ２９ 熱海 49 沼津 三島 富士 富士宮 伊豆の国 伊東 御殿場 熱海 賀茂
Ｈ３０ 伊東 50 沼津 三島 富士 富士宮 御殿場 伊豆の国 伊東 賀茂 熱海
Ｒ１ 御殿場 51 沼津 三島 富士 御殿場 富士宮 伊東 熱海 伊豆の国
Ｒ２ 富士 52
Ｒ３ 富士宮 53
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