
№１＞

アマ スタンダード　 Ｆ級 （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11050402 N 高橋　章 柴田　良子 秋田 第１位
4 11050234 N 加賀谷　健 加賀谷　のぶ子 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）
7 11050402 F 高橋　章 柴田　良子 秋田 第１位
10 11020160 F 野呂　宜弘 野呂　静子 青森 第５位
2 11030241 F 岩城　政志 高橋　忍 岩手 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
8 11060324 E 佐藤　博之 佐藤　初子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （６５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
48 11050162 D 松田　徹郎 小田　まりあ 秋田 第１位
70 11040027 D 米谷　文志 米谷　かつえ 宮城 第２位
38 11040347 D 武藤　正博 武藤　弘子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１１１組出場即日Ｂ級へ昇級）
48 11030040 C 泉山　明 泉山　利枝子 岩手 第１位
70 11020116 C 堀　峯一 長尾　れい子 宮城 第２位
88 11035569 C 後藤　庄一 後藤　悦子 岩手 第３位

プロ スタンダード　 Ｄ級 （２８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
20 01040064 N 山田　勇太 曲山　房世 宮城 第３位
31 01050037 N 松川　勝 新田　裕子 秋田 第５位
7 01050039 N 神尾　圭吾 鎌田　鈴子 秋田 準決勝
18 01060009 N 中塚　隆治 安藤　康子 山形 準決勝
28 01060017 N 菅澤　功 菅澤　保子 山形 準決勝
4 01050044 N 阿部　和樹 髙橋　秀子 秋田 最終予選
9 01060024 N 結城　聖司 鈴木　裕美 山形 最終予選
13 01030027 N 中村　真司 高橋　美香 岩手 最終予選
22 01050049 N 小林　直人 佐藤　ノリ 秋田 最終予選
24 01030009 N 菅原　清満 菅原　まさ子 岩手 最終予選
26 01050027 N 戸嶋　陸雄 阿部　由利子 秋田 最終予選

プロ スタンダード　 Ｄ級 （２８組出場 即日Ｃ級へ昇級）
16 01030017 D 林﨑　賢二 菊池　絵美子 岩手 第１位

＜２０１０年３月２２日　（前期全秋田）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11050401 N 神保　大悟 舘岡　葉月 秋田 第１位
3 11050404 N 佐藤　翔 佐藤　知香子 秋田 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11137223 N 横澤　泰志 佐藤　さとみ 秋田 第３位
4 11045313 N 南舘　盛雄 金野　有希子 宮城 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11050401 F 神保　大悟 舘岡　葉月 秋田 第１位
8 11050221 F 笹村　亮 笹村　瑞季 秋田 第２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 11050402 N 高橋　章 柴田　良子 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11060324 F 佐藤　博之 佐藤　初子 山形 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）
10 11050401 E 神保　大悟 舘岡　葉月 秋田 第１位
6 11050221 E 笹村　亮 笹村　瑞季 秋田 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 11050262 D 土田　和樹 土田　久里子 秋田 第１位
6 11050401 D 神保　大悟 舘岡　葉月 秋田 第２位
16 11050221 D 笹村　亮 笹村　瑞季 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （７９組出場 即日Ｂ級へ昇級）
62 11050401 C 神保　大悟 舘岡　葉月 秋田 第１位
57 11050039 C 平山　孝志 平山　周子 秋田 第２位
76 11050262 C 土田　和樹 土田　久里子 秋田 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （１０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 01040064 D 山田　勇太 曲山　房世 宮城 第１位

＜２０１０年３月２２日　（前期全秋田）


