
 

第 13 期  長野県麻雀有段者大会  
平成 22年 5月 23日～7月 4日 

【初段・2 段戦  5 月 23 日】  
1卓 ○森岡  健 （2段） 112.9 2卓 ○下坂昭子 （2段） 59.3 3卓 ○渡辺正子 （2段） ＋ 9.2 

 PH  △25.3  ○斎藤あゆみ （2段） △ 7.3  ○岡沢皇臣 （初段） ＋ 7.3 
 小口博司 （初段） △34.6    加藤弘之 （2段） △16.2    轟    宏 （2段） △ 8.8 
   宮下晶夫 （初段） △73.0    大森克哉 （初段） △35.8    皆川和恵 （初段） △27.7 

4卓 ○岩下忠邦 （初段） ＋19.1 5卓 ○高橋君子 （2段） ＋36.6     
 ○井垣順子 （初段） ＋ 1.0  ○池田  功 （初段） ＋27.9     
   山岸百合子 （2段） △ 2.8    増田昭子 （初段） △ 2.2     
   PH  ‐17.3    宮下みち江 （2段） △62.1     

 
【3 段・4 段戦  6 月 6 日】 
1卓 ○轟    宏 （3段） +83.6 2卓 ○池田  功 （初段） ＋60.2 3卓 ○松下信彦 （4段） ＋35.8 

 ○斎藤康祐 （3段） +24.0  ○斎藤あゆみ （3段） ＋17.0  ○細尾幸子 （4段） ＋20.8 
 井垣順子 （2段） + 2.5    青木雄一 （3段） △44.5    渡辺正子 （2段） ＋17.6 
   岡沢皇臣 （初段） ‐110.1    岩瀬  武 （4段） △52.7    阿部洋子 （4段） △74.2 

4卓 ○原田春夫 （3段） ＋58.3 5卓 ○依田弥栄蔵 （4段） ＋51.6 6卓 ○袖山福治 （3段） ＋52.9 
 ○穂谷文雄 （4段） ＋55.0  ○竹村直樹 （4段） ＋18.5  ○若林征彦 （4段） ＋45.3 
   森岡  健 （2段） ＋21.5    小林与一 （3段） ＋11.6    柳沢国子 （4段） △18.9 
   富士雄一 （3段） △

134.8 
   高橋君子 （2段） △81.7    岩下忠邦 （初段） △79.3 

 
【高段者戦  6 月 20 日】 
1卓 ○両角洋子 （5段） ＋33.7 2卓 ○竹村直樹 （4段） ＋56.1 3卓 ○細尾幸子 （4段） ＋42.5 

 ○松下信彦 （4段） ＋14.8  ○池田  功 （初段） ＋31.6  ○久保田恵子 （5段） ＋ 3.9 
 清水  昭 （9段） ＋10.2    原田春夫 （3段） ＋ 7.2    依田弥栄蔵 （2段） ‐ 9.3 
 穂谷文雄 （4段） △57.8    小川春夫 （5 段） △94.9    斎藤康祐 （3段） ‐37.1 

4卓 ○若林征彦 （4段） ＋56.1 5卓 ○下里真也 （4段） ＋68.2     
 ○両角一男 （7段） ＋30.5  ○阿部尚喜 （5段） ＋65.9     
   轟   宏 （3段） ＋ 2.0    袖山福治 （3段） ‐ 6.8     
   下坂昭子 （2段） △88.6    斎藤あゆみ （3段） ‐127.3     

 
【高段者戦  7 月 4 日】 
1卓 ○池田  功 （初段） ＋19.4 2卓 ○下里真也 （4段） ＋31.3     

_  ○両角洋子 （5段） ＋ 7.5  ○阿部尚喜 （5段） ＋30.3     
 阿部尚喜 （5段） △ 6.3    両角洋子 （5段） △ 4.2     
 両角一男 （7段） △20.6    池田  功 （初段） △57.4     

1卓 ○松下信彦 （3段） ＋27.0         
_  ○竹村直樹 （4段） ＋19.7         

   細尾幸子 （4段） ＋ 0.9           
   若林征彦 （4段） △47.6          

 
【決勝戦  7 月 4 日】 

 ○下里真也 （4段） ＋68.7 優勝         
 ○松下信彦 （3段） △ 3.8 準優勝         
 阿部尚喜 （5段） △24.9 ３位         
 竹村直樹 （4段） △40.0 ４位          

 


