
回 年度 学校対抗 学校名 学校対抗 学校名

1 31 弘前 伊　藤　公　隆 ・ 千　葉　紘　一 八戸 黒石 川　村　洋　子 ・ 工　藤　友　子 黒石

2 32 青森商 森　　　健 ・ 大　石　雅　丈 田名部 青森 三　上　順　子 ・ 竹　本　愛　子 青中央

3 33 青森一 岩　谷　永四郎 ・ 中　山　　　隆 青森一 弘中央 川　村　順　子 ・ 佐　藤　美智子 弘中央

4 34 青森一 柿　崎　正　広 ・ 小　鹿　勝　美 青森商 弘中央 一　戸　ユキ子 ・ 天　野　昭　子 弘中央

5 35 青森商 盛　　　晋　一 ・ 田　中　国　慶 黒石 青中央 田　中　明　子 ・ 沢　田　美代子 青森商

6 36 青森商 山　形　正　臣 ・ 溝　江　信　義 弘前実 青中央 田　中　明　子 ・ 斉　藤　美代子 青森商

7 37 青森商 盛　　　勝　昭 ・ 肴　倉　俊　悦 青森 青森 斉　藤　良　子 ・ 斉　藤　美代子 青森商

8 38 青森商 福　士　良　美 ・ 葛　西　邦　彦 弘前実 黒石 大　溝　育　子 ・ 小田桐　絹　子 黒石

9 39 青森商 松　代　　　實 ・ 森　山　省　五 青森商 黒石 内　山　幸　子 ・ 柿　崎　幸　子 青中央

10 40 青森商 佐々木　広　美 ・ 森　山　省　五 青森商 黒石 工　藤　暁　子 ・ 大　石　あけみ 黒石

11 41 青森商 稲　葉　広　治 ・ 小　野　　　博 黒石 黒石 佐々木　啓　子 ・ 久保杉　久　子 五戸

12 42 青森 飛　山　　　博 ・ 小　野　　　誠 青森商 弘中央 武　田　京　子 ・ 関　橋　幸　恵 八戸東

13 43 黒石 坂　本　文　雄 ・ 岡　崎　　　治 黒石 青中央 畠　山　久美子 ・ 犬　飼　美　代 三沢

14 44 中止 佐　藤　勝　衛 ・ 川　村　幸　則 青森北 中止 小　野　厚　子 ・ 薮　谷　京　子 柴田女

15 45 中止 津　川　忠　義 ・ 工　藤　秀　昭 黒石 中止 鈴　木　照　子 ・ 渋　谷　圭　子 弘中央

16 46 中止 工　藤　清　彦 ・ 三　浦　正　幸 弘前 中止 工　藤　文　代 ・ 二　階　洋　子 柴田女

17 47 中止 永　沢　信　晴 ・ 沢　田　千　秋 青森北 中止 小　鹿　瑠　子 ・ 今　　　美　子 青森西

18 48 中止 三　上　雄　司 ・ 佐々木　正　之 青森商 中止 古　川　智架子 ・ 小　川　弘　子 黒石

19 49 中止 小　林　保　夫 ・ 谷　川　松　義 八電工 中止 中止 ・ 中止 中止

20 50 工大一 西　舘　松　雄 ・ 桜　田　　　均 工大一 柴田女 今　　　美　子 ・ 福　士　千鶴子 弘中央

21 51 工大一 成　田　仁　志 ・ 中軽米　祐　一 青森南 三本木 川　村　馨　子 ・ 山　田　幸　子 柴田女

22 52 黒石 小　森　広　美 ・ 種　市　晃　三 黒石 青中央 五日市　小百合 ・ 小　林　よし子 三沢商

23 53 工大一 米　田　政　喜 ・ 坂　田　　　修 工大一 青森西 斉　藤　陽　子 ・ 佐　藤　千佳子 青森南

24 54 工大一 加　藤　英　雄 ・ 小　林　英　信 工大一 柴田女 向　山　恵理子 ・ 中　田　誠優美 五戸

25 55 弘前実 関　合　信　明 ・ 藤　田　喜代志 工大一 柴田女 二階堂　里　美 ・ 清　水　幸　枝 工大一

26 56 弘前実 石　岡　重　光 ・ 山　本　龍　寿 弘前実 三本木 高　橋　里　美 ・ 川　村　久美子 柴田女

27 57 黒石商 柳久保　正　弘 ・ 八　森　　　繁 工大一 柴田女 岩　崎　美智子 ・ 小笠原　裕　子 柴田女

28 58 弘前実 渡　辺　智　隆 ・ 中　村　英　和 黒石商 柴田女 松　山　千恵子 ・ 木　村　仁　美 柴田女

29 59 工大一 新　板　丈　晴 ・ 山　内　元　弘 工大一 工大一 信　田　康　子 ・ 林　崎　ゆかり 工大一

30 60 工大一 新　板　丈　晴 ・ 川　尻　健　一 工大一 柴田女 玉　田　鈴　子 ・ 松　山　和歌子 弘前実

31 61 工大一 石　岡　元　祥 ・ 沼　田　　　渉 工大一 八戸商 大　島　晶　子 ・ 野　沢　文　江 八戸商

32 62 工大一 小　貝　佳　央 ・ 沼　田　　　渉 工大一 工大一 久保沢　冬　美 ・ 北　上　美也子 工大一

33 63 工大一 葛　西　　　真 ・ 斉　藤　真　之 工大一 工大一 沢　口　幸　子 ・ 北　上　美也子 工大一

34 H1 工大一 葛　西　　　真 ・ 下斗米　啓　司 工大一 田子 沢　口　幸　子 ・ 菊　池　恭　子 工大一

35 H2 工大一 清　野　直　人 ・ 熊　野　智　之 工大一 弘前実 上　野　こず恵 ・ 木　野　陽　子 八戸北

36 H3 工大一 西　村　英　機 ・ 葛　西　真　二 工大一 工大一 鳥谷部　ひろ子 ・ 内　沢　智　子 工大一

37 H4 工大一 渡　場　貴　弘 ・ 斉　藤　哲　也 工大一 三沢商 天　間　有　香 ・ 蛯　沢　真理恵 工大一

38 H5 工大一 渡　場　貴　弘 ・ 久　保　　　司 工大一 三沢商 花　岸　千賀子 ・ 松　山　悦　子 光星

39 H6 工大一 佐々木　　　忍 ・ 佐々木　雅　也 工大一 工大一 高　森　麻　佳 ・ 萌　出　英理子 工大一

40 H7 工大一 新　沼　輝　一 ・ 大　道　拓　也 工大一 光星 太　田　麻　耶 ・ 端　本　昌　子 五所商

41 H8 工大一 大粒来　　　力 ・ 早　坂　泰　弘 工大一 八戸商 森　内　陽　子 ・ 阿　部　沙登子 青戸山

42 H9 黒石商 久慈道　祐　幸 ・ 松　代　早　実 工大一 光星 石羽澤　真　美 ・ 早　川　　　瞳 光星

43 H10 工大一 山　崎　正　樹 ・ 神　　　将 工大一 工大一 工　藤　明　美 ・ 石　橋　美那子 八戸商

44 H11 工大一 黒　瀧　雄　支 ・ 藤　田　寛　樹 黒石商 光星 田　中　裕　子 ・ 川　村　雅　美 光星

45 H12 工大一 小笠原　裕　一 ・ 玉　澤　樹　尚 工大一 工大一 桜　井　友　貴 ・ 甲　地　　　恵 工大一

46 H13 工大一 大　川　昌　成 ・ 今　田　　　潤 弘前実 光星 田　中　博　恵 ・ 久保田　今日子 工大一

47 H14 工大一 齋　藤　正　志 ・ 東　山　芳　幸 工大一 光星 北　田　美　穂 ・ 明　内　理　恵 光星

48 H15 工大一 齋　藤　正　志 ・ 岡　﨑　佑　崇 工大一 光星 大粒来　里　子 ・ 小　山　香　織 光星

49 H16 工大一 岡　﨑　永　幹 ・ 菅　澤　　　充 工大一 光星 大　山　祐　奈 ・ 笹　倉　咲　奈 光星

50 H17 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

51 H18 工大一 菅　原　　　徹 ・ 泉　山　翔　太 工大一 光星 下　平　愛　香 ・ 道　端　瑠依子 光星

52 H19 工大一 吉　田　悠　人 ・ 八　嶋　健　太 工大一 工大一 小　向　未菜美 ・ 山　内　綺　華 工大一

53 H20 工大一 吉　田　悠　人 ・ 小　向　隆　徳 工大一 光星 入　江　瑞　希 ・ 東海林　はるか 光星

54 H21 工大一 谷　地　拓　也 ・ 佐　藤　義　宗 工大一 光星 小　向　彩　加 ・ 石　塚　　　真 工大一

55 H22 工大一 菅　原　健　司 ・ 乙　供　大　輔 工大一 青森北 齋　藤　瑞　規 ・ 成　田　絢　子 五所商

56 H23 弘実 田　中　将　介 ・ 諏　訪　元　紀 弘実 五商 アライ　柚　紀 ・ 乙　供　亜　美 工大一
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