
回 年度 学校対抗 学校名 学校対抗 学校名

1 23 弘商 黒石

2 24 弘前 黒石

3 25 青工 柿　崎　圭　治 ・ 木　立　芳　照 青森 黒石 工　藤　ミ　キ ・ 太　田　玲　子 黒石

4 26 青工 田　中　国　雄 ・ 佐　藤　幸　夫 弘前 黒石 工　藤　ミ　キ ・ 太　田　玲　子 黒石

5 27 青森 工　藤　弘　毅 ・ 一　条　　　弘 弘前 黒石 木　村　良　子 ・ 島　中　敏　子 青森

6 28 野辺地 瀬　川　良　逸 ・ 田　中　忠　義 野辺地 八東 中　村　陽　子 ・ 石　黒　みつえ 黒石

7 29 青中央 久保田　栄　次 ・ 木　村　鉄　衛 弘前 三戸 藤　田　京　子 ・ 宮　腰　道　子 青中央

8 30 黒石 田　中　宏　昌 ・ 三　上　　　進 青商 青中央 鳴　海　静　子 ・ 斉　藤　恵　子 青中央

9 31 野辺地 成　田　秀　男 ・ 田　中　義　則 青森 黒石 石　場　みち子 ・ 羽　賀　由紀子 弘中央

10 32 五所高 斉　藤　　　登 ・ 神　　　長五郎 弘商 青森 加　藤　芙美子 ・ 川　村　利　子 三戸

11 33 青一 内　山　欣　一 ・ 井　上　国栄一 青商 黒石 猪　狩　洋　子 ・ 岩　田　廉　子 青森

12 34 青商 岩　谷　永四郎 ・ 中　山　　　隆 青一 青中央 川　村　順　子 ・ 佐　藤　美智子 弘中央

13 35 青商 柿　崎　正　広 ・ 小　鹿　勝　美 青商 弘中央 鎌　田　嘉年子 ・ 川　島　啓　子 青中央

14 36 青商 蛯　名　勇　穂 ・ 山　口　晃　一 青商 青商 田　中　明　子 ・ 沢　田　美代子 青商

15 37 青商 梅　田　元　輝 ・ 工　藤　　　晃 青商 青中央 田　中　明　子 ・ 斎　藤　美代子 青商

16 38 青商 盛　　　勝　昭 ・ 肴　倉　俊　悦 青森 弘中央 工　藤　和　子 ・ 大　高　幸　子 弘中央

17 39 弘前 坂　本　一二三 ・ 柳　川　　　仁 青商 黒石 竹　林　文　恵 ・ 杉　本　三慧子 三本木

18 40 八工 佐々木　広　美 ・ 森　山　省　五 青商 青中央 高　橋　孝　子 ・ 前　田　イツ子 青中央

19 41 青商 盛　　　健　一 ・ 工　藤　憲　男 弘工 黒石 工　藤　暁　子 ・ 石　沢　あけみ 黒石

20 42 青森 工　藤　一　彦 ・ 佐　藤　　　勝 黒石 弘中央 杉　沼　恵美子 ・ 沖　田　久美子 弘中央

21 43 青商 五十嵐　正　法 ・ 能登谷　　　徹 青一 黒石 盛　　　ま　り ・ 盛　　　文　子 黒石

22 44 黒石 坂　本　文　雄 ・ 岡　崎　　　治 黒石 弘中央 小　野　厚　子 ・ 薮　谷　京　子 柴田女

23 45 八工 谷　地　則　雄 ・ 坂　下　和　男 八電工 青西 小　野　厚　子 ・ 薮　谷　京　子 柴田女

24 46 青商 工　藤　和　幸 ・ 佐々木　忠　夫 青商 青西 鶴　谷　昌　子 ・ 辻　　　洋　子 青西

25 47 青商 工　藤　和　幸 ・ 中　村　裕　二 青商 白菊 蟹　沢　葉　子 ・ 中　川　恵　子 三沢

26 48 青東 西　村　　　博 ・ 佐々木　正　之 青商 黒石 斎　藤　章　子 ・ 田　沢　典　子 柴田女

27 49 黒石 三　上　雄　司 ・ 佐々木　正　之 青商 黒石 阿　保　いね子 ・ 嶋　中　由里香 柴田女

28 50 工大一 三　上　雄　司 ・ 和　田　　　明 青商 柴田女 小田桐　直　子 ・ 対　馬　節　子 黒石

29 51 工大一 西　舘　松　雄 ・ 中　村　義　彦 工大一 柴田女 若　林　やす子 ・ 沼　沢　とも子 五戸

30 52 工大一 西　舘　松　雄 ・ 中　村　義　彦 工大一 白菊 日　向　美智子 ・ 種　市　真由美 白菊

31 53 工大一 小砂子　和　治 ・ 坂　田　　　修 工大一 青中央 太　田　りえ子 ・ 佐　藤　佳代子 柴田女

32 54 工大一 米　田　政　喜 ・ 坂　田　　　修 工大一 柴田女 神　　　てい子 ・ 川　口　幸　代 青中央

33 55 工大一 金　　　邦　彦 ・ 磯　沼　雅　之 工大一 黒商 福　沢　ひとみ ・ 坂　本　由美子 柴田女

34 56 弘実 関　合　信　明 ・ 藤　田　喜代志 工大一 柴田女 田　中　容　子 ・ 坂　本　由美子 柴田女

35 57 工大一 石　岡　重　光 ・ 山　本　龍　寿 弘実 柴田女 佐々木　紀　子 ・ 小　沢　美枝子 工大一

36 58 黒商 須　藤　健　志 ・ 中　村　英　和 黒商 青商 工　藤　聖　子 ・ 小　枝　暢　子 柴田女

37 59 工大一 渡　辺　智　隆 ・ 中　村　英　和 黒商 三本木 松　山　千恵子 ・ 木　村　仁　美 柴田女

38 60 工大一 新　坂　丈　晴 ・ 山　内　元　弘 工大一 工大一 石ケ守　多喜子 ・ 松　山　文　子 工大一

39 61 工大一 石　岡　健　太 ・ 松　尾　　　進 工大一 弘実 森　　　幸　子 ・ 竹　内　　　恵 弘実

40 62 工大一 乗　田　岡　映 ・ 佐々木　隆　治 黒商 工大一 森　　　幸　子 ・ 竹　内　　　恵 弘実

41 63 工大一 貝　塚　浩　司 ・ 竹ケ原　浩　範 工大一 工大一 久保沢　冬　美 ・ 北　上　美也子 工大一

42 H1 工大一 久　保　成　弘 ・ 斎　藤　真　之 工大一 工大一 沢　口　幸　子 ・ 北　上　美也子 工大一

43 H2 工大一 石　岡　元　祥 ・ 斎　藤　真　之 工大一 工大一 沢　口　幸　子 ・ 菊　池　恭　子 工大一

44 H3 工大一 清　野　直　人 ・ 熊　野　智　之 工大一 工大一 本　木　幸　枝 ・ 大　山　千　春 工大一

45 H4 工大一 岡　沼　孝　幸 ・ 佐　藤　　　亙 工大一 工大一 本　木　幸　枝 ・ 大　山　千　春 工大一

46 H5 工大一 岡　沼　孝　幸 ・ 葛　西　真　二 工大一 工大一 天　間　有　香 ・ 蛯　沢　真理恵 工大一

47 H6 工大一 渡　場　貴　弘 ・ 久　保　　　司 工大一 光星 天　間　有　香 ・ 沖　沢　純　子 工大一

48 H7 工大一 佐々木　　　忍 ・ 佐々木　雅　也 工大一 光星 太　田　麻　耶 ・ 三　戸　すみれ 五所商

49 H8 工大一 新　沼　輝　一 ・ 佐々木　雅　也 工大一 光星 太　田　麻　耶 ・ 端　本　昌　子 五所商

50 H9 工大一 久慈道　裕　幸 ・ 松　代　早　実 工大一 光星 森　内　陽　子 ・ 阿　部　沙登子 青戸山

51 H10 工大一 山　崎　正　樹 ・ 斉　藤　基　継 工大一 光星 兼　平　純　子 ・ 小　又　由佳子 五所商

52 H11 工大一 山　崎　正　樹 ・ 斉　藤　基　継 工大一 光星 永　田　祐　子 ・ 工　藤　明　子 黒商

53 H12 工大一 芦　名　　　良 ・ 玉　澤　樹　尚 工大一 光星 岡　　　久美子 ・ 石羽澤　沙　織 光星

54 H13 工大一 芦　名　　　良 ・ 玉　澤　樹　尚 工大一 工大一 田　中　博　恵 ・ 久保田　今日子 工大一

55 H14 工大一 橋　場　修　治 ・ 齋　藤　和　輝 工大一 工大一 田　中　博　恵 ・ 久保田　今日子 工大一

56 H15 工大一 谷　地　和　哉 ・ 東　山　芳　幸 工大一 光星 北　田　美　穂 ・ 明　内　理　恵 光星

57 H16 工大一 齋　藤　正　志 ・ 玉　澤　啓　昭 工大一 光星 佐　藤　仁　美 ・ 鎌　田　朋　美 光星

58 H17 黒商 岡　崎　永　幹 ・ 菅　澤　　　充 工大一 光星 佐　藤　仁　美 ・ 鎌　田　朋　美 光星

59 H18 工大一 山　本　拓　弥 ・ 玉　澤　聖　央 工大一 光星 佐　藤　仁　美 ・ 太　田　奈々美 光星

60 H19 工大一 菅　原　　　徹 ・ 泉　山　翔　太 工大一 光星 入　江　瑞　希 ・ 太　田　奈々美 光星

61 H20 工大一 吉　田　悠　人 ・ 小　向　隆　徳 工大一 光星 常　盤　真梨乃 ・ 前　田　美　咲 五所商

62 H21 工大一 吉　田　悠　人 ・ 小　向　隆　徳 工大一 工大一 常　盤　真梨乃 ・ 前　田　美　咲 五所商

63 H22 工大一 茨　島　　　涼 ・ 山　舘　虹　大 工大一 工大一 渡　邉　知　佳 ・ 星　山　　　茜 光星

64 H23 工大一 菅　原　健　司 ・ 乙　供　大　輔 工大一 光星 鳥屋部　華奈子 ・ 佐　藤　ゆ　い 工大一

65 H24 弘実 岡　﨑　亨　健 ・ 日　比　俊　介 工大一 工大一 高　橋　千絵美 ・ 石　村　奈津希 五所商
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