
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11070358 N 武田　義幸 根本　ルミ 福島 第１位
4 11060330 N 渡邉　澄夫 海鉾　玲子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11070403 N 斉藤　正 斉藤　冨士子 福島 第４位
6 11060304 N 安久津　繁実 安久津　弘美 山形 第５位
2 11060328 N 佐藤　雄三 山口　温子 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11070358 F 武田　義幸 根本　ルミ 福島 第１位
8 11060330 F 渡邉　澄夫 海鉾　玲子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）
3 11060315 F 大河原　良仁 大河原　由美子 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１２組出場 即日Ｄ級へ昇級）
7 11060124 E 恩田　明雄 恩田　みつ子 山形 第１位
12 11070358 E 武田　義幸 根本　ルミ 福島 第２位
2 11070408 E 佐藤　隆 伊藤　かおり 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （１０４組出場即日Ｃ級へ昇級）
84 11050131 D 吉田　康博 吉田　安子 秋田 第１位
11 11060103 D 渡部　一二 渡部　孝子 山形 第２位
76 11060321 D 坪子　侑佑 下村　実咲 山形 第３位

アマ スタンダード　 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （９４組出場 即日Ｂ級へ昇級）
50 11040256 C 日下野　智洋 日下野　俊美 宮城 第１位
102 11045889 C 梅森　和宏 梅森　智子 宮城 第２位
25 11040165 C 高橋　昌志 高橋　渉子 宮城 第３位

＜２０１０年５月１６日　（東北オープン）



№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）
1 11040516 N 熊谷　直也 佐々木　とも子 宮城 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11070358 N 武田　義幸 根本　ルミ 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11050404 F 佐藤　翔 佐藤　知香子 秋田 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
9 11070358 F 武田　義幸 根本　ルミ 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１５組出場 即日Ｄ級へ昇級）
8 11060332 E 東海林　祐介 渡辺　彩佳 山形 第１位
4 11060331 E 佐藤　和亀 工藤　周子 山形 第２位
6 11070417 E 鈴木　修 鎧　いつ子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
37 11060124 E 恩田　明雄 恩田　みつ子 山形 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
21 11060331 D 佐藤　和亀 工藤　周子 山形 同１位
26 11060332 D 東海林　祐介 渡辺　彩佳 山形 同１位
33 11040105 D 村上　保幸 村上　幸子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （８０組出場 即日Ｂ級へ昇級）
52 11060332 C 東海林　祐介 渡辺　彩佳 山形 第１位
31 11060331 C 佐藤　和亀 工藤　周子 山形 第２位
10 11040542 C 水口　直秀 若山　優花 宮城 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （１３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
15 01050049 N 小林　直人 佐藤　ノリ 秋田 準決勝

＜２０１０年５月１６日　（東北オープン）


