
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11020160 N 野呂　宣弘 野呂　静子 青森 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11030244 N 千葉　健吉 千葉　貴子 岩手 第４位
2 11070375 N 秋山　利男 秋山　友子 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
9 11020161 F 片　拓之 佐久間　れい子 青森 第１位
1 11020140 F 笹井　照男 熊谷　まり子 青森 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11020158 F 菊地　則昭 菊地　枝美子 青森 第３位
7 11020129 F 関口　太洋 関口　夕子 青森 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
1 11020161 E 片　拓之 佐久間　れい子 青森 第１位
2 11020140 E 笹井　照男 熊谷　まり子 青森 第２位
6 11040529 E 森田　雄一 川瀨　ひろ子 宮城 第４位
3 11020155 E 佐藤　英雄 森山　智恵子 青森 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （４３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
9 11026865 D 柴田　欽一 柴田　百代 青森 第１位
7 11050231 D 藤原　正 藤原　和子 秋田 第２位
41 11036665 D 安達　進 吉田　ミヨ 岩手 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （７８組出場 即日Ｂ級へ昇級）
53 11020159 C 神成　星矢 神成　飛花 青森 第１位
79 11040369 C 岸野　裕 大沼　久美子 宮城 第２位
15 11040245 C 佐々木　良一 西大條　雄子 宮城 第３位

＜２００９年１０月１２日　（後期青森県）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11050261 N 千田　一雄 千田　昭子 秋田 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11020061 N 鈴木　俊清 小笠原　裕子 青森 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
3 11040529 F 森田　雄一 川瀨　ひろ子 宮城 第１位
7 11025696 F 上村　勝次郎 柴田　幸子 青森 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11030241 F 岩城　政志 高橋　忍 岩手 第３位
4 11020161 F 片　拓之 佐久間　れい子 青森 第４位
6 11020140 F 笹井　照男 熊谷　まり子 青森 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
3 11020147 E 阿部　彦四郎 阿部　ゆう子 青森 第１位
5 11070212 E 阿部　純一 阿部　保子 福島 第２位
7 11040529 E 森田　雄一 川瀨　ひろ子 宮城 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
13 11020107 D 嶋守　吉彦 前森　貴恵子 青森 第１位
12 11066691 D 土屋　豊次郎 木下　恵子 山形 第２位
7 11020148 D 柳　稔 栗橋　眞利子 青森 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （４０組出場 即日Ｂ級へ昇級）
39 11020164 C 佐々木　雅基 山田　いづみ 青森 第１位
31 11030108 C 吉田　準之助 吉田　真理 岩手 第２位
3 11053165 C 山本　博 長澤　陽子 秋田 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
8 01020013 D 齋藤　琢磨 丹代　めぐみ 青森 第１位

＜２００９年１０月１２日　（後期青森県）


