
青森県選手権歴代選手権者

回 年度
1 S23 浅坂 武次 八戸商業 田名部 セツ 八戸高女
2 S24 浅坂 武次 日東 239.023 田名部 セツ 一中教 289.063
3 S25 浅坂 武次 日東 218.586 田名部 セツ 一中教 256.526
4 S26 浅坂 武次 日東 222.613 田名部 セツ 一中教 261.115
5 S27 沼舘 健二 成瀬 233.460 橋本 ユリ 東女体大 266.940
6 S28
7 S29 沼舘 健二 八戸工業教 228.893 佐々木 邦子 千葉ＯＧ 255.450
8 S30 照井 利男 日本大学 238.210 佐々木 邦子 千葉ＯＧ 265.153
9 S31 町田 隆夫 光星学院 226.293 佐々木 邦子 大洋水産 242.434
10 S32
11 S33 町田 隆夫 光星学院 216.308 畑中 光子 八戸東高 246.733
12 S34 森越 豊 八戸工業 223.913 畑中 光子 住友生命 240.133
13 S35 菊池 秀司 八戸高校 222.237 工藤 宏子 八戸東高 274.883
14 S36
15 S37 菊池 秀司 八戸高校 211.460 中野 定子 白菊高校 252.749
16 S38 岡沼 光彦 八戸高校 213.046 大里 千恵子 八戸商業 250.132
17 S39 細田 浩 八戸商業 207.293 吉田 あつ子 八戸高校 240.316
18 S40 東 隆 八戸商業 208.340 福岡 憲子 八戸商業 234.049
19 S41 東 隆 八戸商業 212.888 今田 睦子 八戸商業 244.866
20 S42 田中 信明 八戸商業 209.515 根城 ゆき 光星学院 242.183
21 S43
22 S44 渡辺 哲夫 東洋大学 202.268 福岡 憲子 道仏中教 239.899
23 S45 中田 敏彦 八戸工業 196.023 福岡 憲子 道仏中教 212.616
24 S46 田村 裕治 光星学院 196.740 福岡 憲子 根城中教 209.983
25 S47 東 徹 八戸商業 193.845 小芝 弘子 光星学院 218.983
26 S48 東 徹 八戸商業 195.828 小芝 弘子 光星学院 220.366
27 S49 田村 裕治 法政大学 191.942 市川 真貴子 八戸西高 218.383
28 S50 田名部 幸夫 日本大学 187.453 市川 真貴子 八戸西高 211.200
29 S51 田名部 幸夫 日本大学 196.165 十日市 順子 八戸工業 216.317
30 S52 田名部 正人 日本体育大学 182.632 坂口 路代 八戸西高 206.267
31 S53 田名部 正人 日本体育大学 181.113 三浦 淑代 八戸西高 202.116
32 S54 田名部 正人 日本体育大学 176.480 吉田 まき子 百石高校 198.851
33 S55 田名部 正人 日本体育大学 173.160 吉田 まき子 百石高校 195.334
34 S56 田名部 幸夫 文明ｼｬｯﾀｰ 175.276 細越 篤子 八戸工業 191.578
35 S57 田名部 正人 根城中教 180.813 細越 篤子 三八五貨物 200.956
36 S58 田名部 正人 根城中教 174.383 細越 篤子 三八五貨物 201.239
37 S59 下村 信也 八戸商業 178.371 小軽米 智子 八戸西高 202.880
38 S60 田名部 正人 根城中教 174.540 小軽米 智子 八戸西高 196.142
39 S61 小笠原 広文 光星学院 176.643 小軽米 智子 八戸西高 193.070
40 S62 小笠原 広文 光星学院 175.776 樋口 元子 八戸高校 201.690
41 S63 小笠原 広文 吉田産業 176.989 佐々木 直子 光星学院 202.297
42 H元 小笠原 広文 吉田産業 177.683 佐々木 直子 光星学院 200.427
43 H2 後藤 準 八戸西高 177.807 小野寺 郁子 八戸東高 202.350
44 H3 後藤 準 八戸西高 179.736 沼舘 章子 光星学院 201.923
45 H4 後藤 準 八戸西高 176.771 成田 亜希 光星学院 199.378
46 H5 菊池 正信 吉田産業 172.668 成田 亜希 光星学院 191.659
47 H6 澤口 一樹 サンデー 171.864 成田 亜希 光星学院 188.925
48 H7 澤口 一樹 サンデー 172.391 栗林 しのぶ 八戸商業 194.328
49 H8 澤口 一樹 吉田産業 167.637 濱中 喜子 光星学院 189.565
50 H9 石岡 守 吉田産業 164.933 川尻 貴子 吉田産業 186.770
51 H10 石岡 守 吉田産業 165.366 中田 智子 根城中学校 199.513
52 H11 石岡 守 吉田産業 166.802 濱中 喜子 八戸市庁 185.568
53 H12 石岡 守 吉田産業 170.859 根城 七恵 八戸商業 192.349
54 H13 石岡 守 吉田産業 169.271 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 196.650
55 H14 石岡 守 吉田産業 166.838 日ヶ久保麻衣子 八戸商業 194.259
56 H15 石岡 守 吉田産業 166.405 田名部 紗史 第一中学校 194.900
57 H16 石岡 守 吉田産業 168.732 田名部 紗史 第一中学校 197.492
58 H17 石岡 守 吉田産業 167.269 松尾 佳枝 八戸西高 194.485
59 H18 石岡 守 吉田産業 166.025 川崎 由佳 八戸商業 189.976
60 H19 石岡 守 吉田産業 171.638 川崎 由佳 八戸商業 198.006
61 H20 石岡 守 吉田産業 168.504 大坪 里希 八戸高校 190.725
62 H21 大田中 仁志 八戸西高 171.880 森 加菜美 八戸西高 189.651
63 H22 工藤 文耶 八戸工業 174.949 森 加菜美 八戸西高 187.163
64 H23 根城 将貴 八戸北高 174.068 松尾 優 八戸工業 190.502

第16回大会は中総合
第２回～第８回大会は500,1000,3000,5000

第９回～第34回大会は中総合

コンディション不良のため中止

男子 女子

暖冬のため中止

コンディション不良のため２種目終了時点で中止

暖冬のため中止


