
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11050258 N 酒井　一彦 酒井　靖子 秋田 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11050257 N 千葉　秀一 紺野　立美 秋田 第２位
4 11050250 N 渡邉　満 佐藤　文子 秋田 第４位
5 11060315 N 大河原　良仁 大河原　由美子 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
1 11050258 F 酒井　一彦 酒井　靖子 秋田 第１位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11050257 F 千葉　秀一 紺野　立美 秋田 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１２組出場 即日Ｄ級へ昇級）
8 11050258 E 酒井　一彦 酒井　靖子 秋田 第１位
7 11050179 E 今　芳昭 今　由美子 秋田 第３位
4 11050398 E 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第４位
9 11060321 E 坪子　侑佑 清水　愛美 山形 第５位
12 11060313 E 小池　知巳 工藤　愛子 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
52 11050257 E 千葉　秀一 紺野　立美 秋田 第２位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８７組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 11033735 D 小沢　太 小沢　栄子 岩手 第１位
29 11040045 D 金沢　秀一 伊藤　淑子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１１７組出場即日Ｂ級へ昇級）
78 11035331 C 武部　敏弘 近藤　ゆく子 秋田 第１位
39 11042967 C 菊地　文敬 菊地　恵理子 宮城 第２位
57 11055673 C 三浦　耕太郎 三浦　朋子 秋田 第３位

＜２００９年３月１５日　（前期全秋田）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11033735 N 小沢　太 小沢　栄子 岩手 第１位
5 11050226 N 小倉　晴夫 小倉　美樹 秋田 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11056655 N 瀬川　秋雄 権藤　美津子 秋田 第３位
9 11030200 N 三浦　元裕 三浦　成美 岩手 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
11 11050226 F 小倉　晴夫 小倉　美樹 秋田 第１位
6 11050179 F 今　芳昭 今　由美子 秋田 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１４組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11040257 F 内海　治之 辺見　福子 宮城 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11060320 E 小泉　一真 原田　咲希 山形 第１位
10 11060321 E 坪子　侑佑 清水　愛美 山形 第２位
9 11050226 E 小倉　晴夫 小倉　美樹 秋田 第３位
7 11040045 E 金沢　秀一 伊藤　淑子 宮城 第４位
12 11050398 E 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３１組出場 即日Ｃ級へ昇級）
6 11060320 D 小泉　一真 原田　咲希 山形 第１位
30 11050209 D 佐藤　隆吉 佐藤　弘子 秋田 第２位
13 11050224 D 小松　伸 田口　マキ 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （７４組出場 即日Ｂ級へ昇級）
47 11060320 C 小泉　一真 原田　咲希 山形 第１位
71 11040071 C 久我　孝正 久我　みき子 宮城 第２位
2 11030199 C 青柳　清 青柳　かよ子 岩手 第３位

＜２００９年３月１５日　（前期全秋田）


