
第 17期  長野県麻雀有段者大会 
平成26年5月25日～7月6日 

【初段・2段戦   5月25日】 
1卓 ○吉沢睦博 (初段) ＋47.7 2卓 ○満木一志 (初段) ＋74.9 3卓 ○平林裕子 (2段) ＋68.0 
 ○増田昭子 (2段) △6.3  ○島田久子 (初段) ＋48.6  ○宮下みち江 (2段) △7.8 
 森田善雄 (初段) △12.2  松本政昇 (初段) △59.7  岡沢皇臣 (初段) △24.7 
 井垣順子 (2段) △29.2  玉井明美 (初段) △83.8  戸川順一郎 (初段) △35.5 

 
【3段・4段戦   ６月８日】 
1卓 ○竹村直樹 (4段) ＋66.6 2卓 ○松岡憲夫 (3段) ＋44.0 3卓 ○吉沢睦博 (初段) ＋25.8 
 ○小林与一 (4段) ＋30.2  ○斉藤あゆみ (3段) ＋15.9  ○村田いち子 (4段) +17.0 
 島田久子 (初段) △34.8  平林裕子 (2段) △3.6  下坂昭子 (3段) +2.3 
 小林明彦 (3段) △62.0  横山進 (3段) △56.3  久保ヨシ子 (3段) △45.1 
4卓 ○青木雄一 (4段) ＋91.7 5卓 ○川尻一恵 (3段) ＋58.7 6卓 ○加藤弘之 (3段) ＋77.2 
 ○宮下晶夫 (3段) ＋4.4  ○原田春夫 (3段) ＋13.2  ○斎藤康裕 (3段) +20.4 
 小山元江 (3段) △39.9  関守 (3段) △18.5  工藤実伸夫 (3段) △13.6 
 宮下みち江 (2段) △56.2  増田昭子 (2段) △53.4  満木一志 (初段) △84.0 
7卓 ○湯田桂子 (4段) ＋7.7         
 ○高橋君子 (3段) ＋5.2         
 渡辺正子 (3段) △3.6         

 本多大将 (4段) △9.3         

 
【高段者戦   6月22日】 
1卓 ○青木雄一 (4段) ＋9.4 2卓 ○斎藤康裕 (3段) +81.6 3卓 ○金井次郎 (5段) ＋42.1 
 ○柳沢節雄 (5段) ＋2.7  ○池田功 (4段)  ＋35.4  ○竹村直樹 (4段) ＋22.6 
 原田春夫 (3段) ‐3.3  川尻一恵 (3段) △41.3  両角一男 (7段) △2.8 
 細尾幸子 (5段) ‐8.8  依田弥栄蔵 (6段) △75.7  斎藤あゆみ (3段) △61.9 
4卓 ○穂谷文雄 (5段) ＋44.2 5卓 ○村田いち子 (4段) ＋80.6 6卓 ○清水昭 (9段) ＋77.6 
 ○吉沢睦博 (初段) ＋2.6  ○小林与一 (4段) ＋35.5  ○高橋君子 (3段) ＋13.5 
 加藤弘之 (3段) △4.1  安部尚喜 (5段) ＋10.1  PH ‐ △8.0 
 久保田恵子 (5段) △42.7  服部文子 (5段) △126.2  松岡憲夫 (3段) △83.1 
7卓 ○両角洋子 (5段) ＋121.5         
 ○若林征彦 (5段) ＋36.3         
 宮下晶夫 (3段) △44.7         
 湯田桂子 (4段) △113.1         

 
【決勝1回戦   ７月６日】 
1卓 ○斎藤康裕 (3段) +38.2 2卓 ○竹村直樹 (4段) +28.1 3卓 ○村田いち子 (4段)  +33.6 
 ○金井次郎 (5段) △7.7  ○若林征彦 (5段) +16.2  ○池田功 (4段) +12.0 
 清水昭 (9段) △8.2  小林与一 (4段) △18.2  両角洋子 (5段) △18.6 
 高橋君子 (3段) △22.3  吉沢睦博 ( 初

段) 
△26.1  青木雄一 (4段) △27.0 

 
【決勝２回戦   ７月６日】 
1卓 ○若林征彦 (5段) +27.4 2卓 ○竹村直樹 (4段) +70.3     
 ○斎藤康裕 (3段) +21.9  ○穂谷文雄 (5段) +20.6     
 柳沢節雄 (5段) △4.5  金井次郎 (5段) △31.5     
 村田いち子 (4段) △44.8  池田功 (4段) △49.4     

 
【最終決勝戦   ７月６日】 
1卓 ◎竹村直樹 (4段) +37.3         
 若林征彦 (5段) +18.3         
 穂谷文雄 (5段) △20.3         
 斎藤康裕 (3段) △35.3         

 


