
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11050260 N 高貝　昌市 戸嶋　真由美 秋田 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11030240 N 小林　茂 伊藤　妙子 岩手 第３位
8 11030187 N 齊藤　功 高橋　尚子 岩手 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）
11 11020162 F 大友　昭彦 大友　真紀子 青森 第１位
10 11050260 F 高貝　昌市 戸嶋　真由美 秋田 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11030240 F 小林　茂 伊藤　妙子 岩手 第１位
7 11060227 F 長谷川　政弥 村越　朝子 秋田 第４位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
2 11020162 E 大友　昭彦 大友　真紀子 青森 第２位
8 11055375 E 佐々木　俊夫 金子　弘子 秋田 第３位
3 11050396 E 木元　健史 松橋　純子 秋田 第５位
4 11020148 E 柳　稔 栗橋　眞利子 青森 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （４３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
29 11030240 E 小林　茂 伊藤　妙子 岩手 第１位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （４３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
2 11020048 D 高松　清 猪股　セツ子 青森 第２位
21 11050242 D 倉田　芳博 石山　雅子 秋田 第３位

＜２００９年７月５日　（中期全秋田）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11050260 N 高貝　昌市 戸嶋　真由美 秋田 第１位
8 11030240 N 小林　茂 伊藤　妙子 岩手 第２位
3 11025696 N 上村　勝次郎 柴田　幸子 青森 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
10 11050260 F 高貝　昌市 戸嶋　真由美 秋田 第１位
3 11050178 F 佐藤　雅彦 佐藤　陽子 秋田 第２位
13 11030240 F 小林　茂 伊藤　妙子 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11060314 N 山口　傳一 佐藤　京子 山形 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
1 11050396 F 木元　健史 松橋　純子 秋田 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
6 11020063 E 工藤　広志 柴田　孝子 青森 第１位
8 11046693 E 安達　利昭 関根　範子 宮城 第２位
2 11020060 E 松本　一仁 横山　慶子 青森 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
13 11050242 D 倉田　芳博 石山　雅子 秋田 第１位
14 11020063 D 工藤　広志 柴田　孝子 青森 第２位
12 11055704 D 佐藤　繁 佐藤　光子 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ C級 （３０組出場 即日Ｂ級へ昇級）
19 11050226 C 小倉　晴夫 小倉　美樹 秋田 第１位
10 11050395 C 板垣　雅道 板垣　久美子 秋田 第２位
33 11050189 C 若松　英嗣 若松　香子 秋田 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ C級 （９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
10 01040059 N 加賀　雄大 前原　康子 宮城 第４位

＜２００９年７月５日　（中期全秋田）


