
アマ名人予選 アマ竜王 支部名人 赤旗名人 朝日アマ1 朝日アマ2 ＧＣ アマ王将 北奥羽名人

年 回 優勝者（回数） 期 優勝者(回数) 回 優勝者(回数)

S22 1947 1 1 山形　義雄　四段(初)

S23 1948 2

S24 1949 3 2 山形　義雄　四段(2)

S25 1950 4 3 山形　義雄　四段(3)

S26 1951 5 4 塩谷　亮一　初段格(初)

S27 1952 6 5 山形　義雄　四段(4)

S28 1953 7 6 神田　金次　四段(初)

S29 1954 8 7 神田　金次　四段(2)

S30 1955 9 8 神田　金次　四段(3)

S31 1956 10 9 神田　金次　四段(4)

S32 1957 11 10 三上　定四郎　二段格(初)

S33 1958 12 11 西谷　圭二　二段格(初)

S34 1959 13 12 三上　定四郎　三段(2)

S35 1960 14 13 木村　宏　二段格(初)

S36 1961 15 新谷　三桂　三段(初) 14 林　　和郎　五段(初)

S37 1962 16 阿保　吉之助　初段(初) 15 塩谷　亮一　三段(2)

S38 1963 17 木村　千代作　三段(初) 16 大沢　夕加里　四段(初)

S39 1964 18 岩谷　良雄　三段(初) 17 新谷　三桂　三段(初)

S40 1965 19 ○松森　高義　１級(初) 18 木村　　宏　四段(2)

S41 1966 20 高橋　栄一　五段(初) 1 高橋　栄一　五段(初) 19 三浦　恒男　二段(初)

S42 1967 21 鄭　　友勝　三段(初) 2 鹿内　　実　四段(初) 20 三浦　恒男　三段(2)

S43 1968 22 山田　勝芳　四段(初) 3 土屋　伸夫　三段(初) 21 宮崎　忠雄　四段(初)

S44 1969 23 芝田　順三　三段(初) 4 鹿内　　実　四段(2) 22 一戸　健二　初段(初)

S45 1970 24 葛西　良一　三段(初) 5 大沢　夕加里　四段(初) 23 大沢　夕加里　四段(2)

S46 1971 25 鈴木　和義　１級(初) 6 葛西　良一　四段(初) 24 芝田　順三　四段(初)

S47 1972 26 大沢　夕加里　四段(初) 7 鹿内　　実　四段(3) 25 芝田　順三　四段(2) 新谷　三桂(1)

S48 1973 27 三浦　恒男　四段(初) 8 渡辺　三郎　四段(初) 26 花田　一男　三段(初) 渡辺　三郎(1)

S49 1974 28 渡辺　三郎　四段(初) 9 渡辺　三郎　四段(2) 27 花田　一男　四段(2) 葛西　良一(1)

S50 1975 29 北畠　　悟　初段(初) 10 渡辺　三郎　四段(3) 28 岩谷　良雄　四段(初) 斉藤　集治(1)

S51 1976 30 岩谷　良雄　四段(2) 11 渡辺　三郎　五段(4) 29 嘉瀬　松雄　四段(初) 岩谷　良雄(1)

S52 1977 31 西谷　圭二　四段(初) 12 渡辺　三郎　五段(5) 30 北畠　　悟　四段(初) 嘉瀬　松雄(1)

S53 1978 32 工藤　寿幸　初段(初) 13 一戸　範彦　四段(初) 31 嘉瀬　松雄　四段(2) 嘉瀬　松雄(2) 嘉瀬　松雄(1)

S54 1979 33 太田　修二　四段(初) 14 一戸　範彦　四段(2) 32 北畠　　悟　四段(2) 嘉瀬　松雄(3) 工藤　寿幸(1)

S55 1980 34 岩谷　良雄　四段(3) 15 坂本　一裕　四段(初) 33 北畠　　悟　四段(3) 北畠　悟(1) 北畠　悟(1)

S56 1981 35 岩谷　良雄　四段(4) 16 安部　之敏　四段(初) 34 嘉瀬　松雄　五段(3) 岩谷　良雄(2) 浅田　隆利(1)

S57 1982 36 北畠　　悟　五段(2) 17 嘉瀬　松雄　五段(初) 35 北畠　　悟　五段(4) 風晴　清吾(1) 菊池　真樹(1) ？

S58 1983 37 北畠　　悟　五段(3) 18 嘉瀬　松雄　五段(2) 36 渡辺　三郎　五段(初) 風晴　清吾(2) 北畠　悟(2) ？

S59 1984 38 渡辺　三郎　五段(2) 19 北畠　　悟　五段(初) 37 渡辺　三郎　五段(2) 竹原　文彦(1) 北畠　悟(3) 鈴木　和義(1) 嘉瀬　松雄(2) 嘉瀬松雄、渡辺三郎 ？

S60 1985 39 奈良岡　実　四段(初) 20 淡谷　純夫　四段(初) 38 渡辺　三郎　五段(3) 岩谷　良雄(1) 渡辺　三郎(2) ？ 嘉瀬　松雄(3) 嘉瀬松雄、長尾寿郎 ？

S61 1986 40 淡谷　純夫　四段(初) 21 淡谷　純夫　四段(2) 39 北畠　　悟　五段(5) 淡谷　純夫(1) 渡辺　三郎(3) 淡谷　純夫(1) 工藤　寿幸(2) 嘉瀬　松雄 ？

S62 1987 41 嘉瀬　松雄　五段(初) 22 嘉瀬　松雄　五段(3) 40 嘉瀬　松雄　五段(4) 宮野　日出男(1) 渡辺　三郎(4) 浅田　隆利(1) 菅原　歩（岩手） 淡谷　純夫 ？

S63 1988 42 嘉瀬　松雄　五段(2) 23 岩谷　良雄　五段(初) 41 嘉瀬　松雄　五段(5) 内沢　義孝(1) 長谷川　裕(1) 旦代　一男(1) 大沢　多加里(1) 嘉瀬　松雄 ？

H元 1989 45 北畠　　悟　五段(4) 24 渡辺　三郎　六段(6) 42 北畠　　悟　五段(6) 内沢　義孝(2) 工藤　寿幸(1) 米塚　肇(1) ？ 土橋　吉孝（岩手） ？ ？

H2 1990 46 嘉瀬　松雄　五段(3) 25 旦代　一男　四段(初) 43 北畠　　悟　五段(7) 小泉　有輝(1) 鈴木　和義(1) 岩谷　良雄(3) 館山　繁(1) 北畠　悟(2) 北畠悟 ？

H3 1991 45 渡辺　三郎　六段(3) 26 岩谷　良雄　五段(2) 44 北畠　　悟　五段(8) 奈良岡　実(1) 渡辺　三郎(1) 渡辺　三郎(5) 奈良岡　実(1) 岩谷　良雄(1) 佐々木聡（岩手） ？

H4 1992 46 嘉瀬　松雄　五段(4) 27 長谷川　裕　四段(初) 45 嘉瀬　松雄　五段(6) 内沢　義孝(3) 鈴木　和義(2) 安部　之敏(1) 大野　進(1) 近村　一輝(1) ？ ？

H5 1993 47 近村　一輝　四段(初) 28 北畠　　悟　五段(2) 46 北畠　　悟　五段(9) 米田　和生(1) 長谷川　裕(1) 安部　之敏(2) 嘉瀬　松雄(1) 佐々木　慎介(1) ？ ？

H6 1994 48 北畠　　悟　五段(5) 29 渡辺　三郎　六段(7) 47 渡辺　三郎　六段(4) 米田　和生(2) 長谷川　裕(2) 塩谷　亮一(1) ？ 長谷川　裕(1) 伊藤　公輔 ？

H7 1995 49 倉内　勇喜夫　三段(初) 30 北畠　　悟　五段(3) 48 長谷川　裕　五段(初) 大野　進(1) 北畠　悟(1) 長谷川　裕(2) ？ 横山　幸男(1) ？ ？

H8 1996 50 橋立　正大　四段(初) 31 嘉瀬　松雄　五段(4) 49 北畠　　悟　五段(10) 長尾　寿郎(1) 横山　幸男(1) 近村　一輝(1) 奈良岡　実(2) 横山　幸男(2) ？ ？

H9 1997 51 長谷川　裕　五段(初) 32 嘉瀬　松雄　五段(5) 50 飯田　　巧　四段(初) 横山幸男（１） 嘉瀬　松雄(1) 長谷川　裕(3) ？ 横山　幸男(3) ？ ？

H10 1998 52 橋立　正大　四段(2) 33 奈良岡　実　四段(初) 51 旦代　一男　四段(初) 鈴木雄貴(1) 田村　純也(1) 北畠　悟(4) ？ 菅原　秀男（岩手) 田村　純也 ？

H11 1999 53 北畠　　悟　五段(6) 34 北畠　　悟　五段(4) 52 田村　純也　四段(初) 橋立　正大(1) 飯田　巧(1) 横山　幸男(1) 嘉瀬　松雄(2) 佐々木紀雄（岩手） ？ ？

H12 2000 54 北畠　　悟　五段(7) 35 北畠　　悟　五段(5) 53 北畠　悟　五段(11) 橋立　正大(2) 鈴木　雄貴(1) 横山　幸男(2) ？ ？ 横山　幸男 ？

H13 2001 55 山中　恵介　三段(初) 36 北畠　　悟　五段(6) 54 村上　和人　四段(初) 青山　諭(1) 橋立　正大(1) 北畠　悟(5) 旦代　一男(2) ？ 佐々木　紀雄（岩手） ？

H14 2002 56 嘉瀬　松雄　五段(5) 37 田村　純也　四段(初) 55 村上　和人　四段(2) 橋立　正大(3) 橋立　正大(2) 村上　和人(1) 橋立　正大(1) 及川直孝・小島常明 横山　幸男(1) 田村　純也 ？

H15 2003 57 嘉瀬　松雄　五段(6) 38 北畠　　悟　五段(7) 56 鈴木　雄貴　五段(初) 橋立　正大(4) 北畠　悟(2) 鈴木　雄貴(1) 横山　幸男(1) 奈良岡　実(1) 村上　和人(1) 嘉瀬　松雄(1) 池田　将（東京） 橋立正大

H16 2004 58 橋立　正大　五段(3) 39 北畠　　悟　五段(8) 57 横山　幸男　五段(初) 田村　純也(1) 田村　純也(2) 奈良岡　実(1) 旦代　一男(3) 田村　純也(1) 飯田　巧(1) 田村　純也(1) 加部　康晴（宮城） 橋立正大

H17 2005 59 菊地　祐樹　四段（初） 40 村上　和人　四段(初） 58 横山　幸男　五段(2) 中川　慧梧(1) 横山　幸男(2) 村上　和人(2) 飯田　巧(1) 北畠　悟(3) 横山　幸男(4) 田村　純也(2) 竹内　俊弘（福島） 橋立正大

H18 2006 60 中川　慧梧　五段（１） 41 中川　慧梧　五段（初） 59 中川　慧梧　五段（初） 田村　純也(2) 北畠　悟(3) 田村　純也(1) 横山　幸男(2) 飯田　巧(2) 中川　慧梧(1) 中川　慧梧(1) 樋田　栄正（東京） 中川　慧悟(1)

H19 2007 61 北畠　悟　五段(8) 42 田村　純也　四段(2) 60 中川　慧梧　五段(2) 田村　純也(3) 北畠　悟(4) 田村　純也(2) 工藤　俊介(1) 横山　幸男(5) 工藤　俊介(1) 横山　幸男(2) 庄司　弘光（宮城） 中川　慧悟(2)

H20 2008 62 三浦　行　五段(1) 43 田村　純也　四段(3) 61 中川　慧梧　五段（3） 田村　純也(4) 北畠　悟(5) 旦代　一男(1) 中川　慧梧(1) 中川　滉生(1) 三浦　行(1) 中川　慧梧(2) 中川　慧悟(1) 田村　純也

H21 2009 63 山岸　亮平　三段(１） 44 北畠　　悟　五段(9) 62 長谷川　裕　五段(2) 工藤　俊介(1) 北畠　悟(6) 工藤　俊介(1) 中川　慧梧(2) 工藤　俊介(2) 山岸　亮平(1) 工藤　俊介(1) 浅野　翔平（宮城） 中川　慧悟(3)

H22 2010 64 山岸　亮平　四段(2） 45 横山　幸男　五段(1) 63 三浦　行　五段(1) 和田　聡(1) 三浦　行(1) 田村　純也(3) 横山　幸男(2) 鈴木　雄貴(1) 和田　聡(1) 和田　聡(1) 庄司　弘光（宮城） 中川　慧悟(4)

H23 2011 65 鈴木　雄貴　五段（1） 46 大澤　啓二　五段（1） 64 佐々木　潤一　五段(1) 和田　聡(2) 大澤　啓二(1) 鈴木　雄貴　五段（1） 中止 奈良岡　実(2) 鈴木　雄貴(2) 鈴木　雄貴(2) 中川　慧悟（岩手）(2) 中川　慧悟(5)

H24 2012 66 鈴木　雄貴　五段（2） 47 田村　純也　四段(4) 65 田村　純也　四段(2) 田村　純也(5) 大澤　啓二(2) 鈴木　雄貴　五段（2） 三浦　行(1) 鈴木　雄貴(3) 五十嵐　崇之(1) 鈴木　雄貴(3) 小山　怜央（岩手） 中川　慧悟(6)

H25 2013 67 48 嘉瀬松雄　五段（6） 66

北畠　　悟　五段(8) 北畠　　悟　五段(9) 北畠　悟　五段(11) 田村　純也(5) 北畠　　悟(6) 渡辺　三郎(5) 旦代　一男(3) 横山　幸男(5) 鈴木　雄貴(3)

嘉瀬　松雄　五段(6) 渡辺　三郎　六段(7) 嘉瀬　松雄　五段(6) 橋立　正大(4) 橋立　正大(2) 北畠　悟(5) 嘉瀬　松雄(2) 嘉瀬　松雄(3) 田村　純也(2)

岩谷　良雄　四段(4) 嘉瀬　松雄　五段(6) 渡辺　三郎　六段(4) 内沢　義孝(3) 田村　純也(2) 嘉瀬　松雄(3) 横山　幸男(2) 北畠　悟(3) 横山　幸男(2)

渡辺　三郎　六段(3) 田村　純也　四段(4) 神田　金次　四段(4) 米田　和生(2) 鈴木　和義(2) 長谷川　裕(3) 中川　慧梧(2) 鈴木　雄貴(3) 中川　慧梧(2)

橋立　正大　五段(3) 鹿内　　実　四段(3) 山形　義雄　四段(4) 風晴　清吾(2) 長谷川　裕(2) 岩谷　良雄(3) 館山　繁(1) 工藤　寿幸(2) 嘉瀬　松雄(1)

山岸　亮平　四段(2） 淡谷　純夫　四段(2) 中川　慧梧　五段（3） 和田　聡(2) 横山　幸男(2) 田村　純也(3) 奈良岡　実(1) 飯田　巧(2) 工藤　俊介(1)

鈴木　和義　１級(初) 岩谷　良雄　五段(2) 芝田　順三　四段(2) 横山　幸男（１） 大澤　啓二(2) 安部　之敏(2) 大野　進(1) 工藤　俊介(2) 和田　聡(1)

木村　千代作　三段(初) 一戸　範彦　四段(2) 花田　一男　四段(2) 奈良岡　実(1) 工藤　寿幸(1) 横山　幸男(2) 橋立　正大(1) 三浦　行(2)

奈良岡　実　四段(初) 奈良岡　実　四段(初) 塩谷　亮一　三段(2) 長尾　寿郎(1) 渡辺　三郎(1) 村上　和人(2) 鈴木　和義(1) 奈良岡　実(2)

鄭　　友勝　三段(初) 土屋　伸夫　三段(初) 木村　　宏　四段(2) 鈴木　雄貴(1) 嘉瀬　松雄(1) 鈴木　雄貴(2) 淡谷　純夫(1) 田村　純也(1)

長谷川　裕　五段(初) 長谷川　裕　四段(初) 大沢　夕加里　四段(2) 嘉瀬　松雄(1) 飯田　巧(1) 米塚　肇(1) 浅田　隆利(1) 長谷川　裕(1)

淡谷　純夫　四段(初) 旦代　一男　四段(初) 村上　和人　四段(2) 大野　進(1) 鈴木　雄貴(1) 奈良岡　実(1) 飯田　巧(1) 近村　一輝(1)

大沢　夕加里　四段(初) 大沢　夕加里　四段(初) 三上　定四郎　三段(2) 青山　諭(1) 三浦　行(1) 近村　一輝(1) 工藤　俊介(1) 佐々木　慎介(1)

太田　修二　四段(初) 坂本　一裕　四段(初) 三浦　恒男　三段(2) 岩谷　良雄(1) 新谷　三桂(1) 三浦　行(1)+α 大沢　多加里(1)

倉内　勇喜夫　三段(初) 高橋　栄一　五段(初) 横山　幸男　五段(2) 淡谷　純夫(1) 塩谷　亮一(1) 岩谷　良雄(1)

西谷　圭二　四段(初) 葛西　良一　四段(初) 長谷川　裕　五段(2) 宮野　日出男(1) 斉藤　集治(1) 浅田　隆利(1)

新谷　三桂　三段(初) 安部　之敏　四段(初) 林　　和郎　五段(初) 小泉　有輝(1) 菊池　真樹(1) 中川　慧梧(1)

芝田　順三　三段(初) 村上　和人　四段(初） 新谷　三桂　三段(初) 中川　慧梧(1) 葛西　良一(1) 中川　滉生(1)

山田　勝芳　四段(初) 中川　慧梧　五段（初） 飯田　　巧　四段(初) 工藤　俊介(1) 工藤　俊介(1) 山岸　亮平(1)

山中　恵介　三段(初) 横山　幸男　五段(1) 田村　純也　四段(2) 旦代　一男(1)

三浦　恒男　四段(初) 大澤　啓二　五段（1） 旦代　一男　四段(初)

高橋　栄一　五段(初) 西谷　圭二　二段格(初)

工藤　寿幸　初段(初) 宮崎　忠雄　四段(初)

近村　一輝　四段(初) 岩谷　良雄　四段(初)

葛西　良一　三段(初) 一戸　健二　初段(初)

阿保　吉之助　初段(初) 鈴木　雄貴　五段(初)

○松森　高義　１級(初) 佐々木　潤一　五段(1)

菊地　祐樹　四段（初） 三浦　行　五段(1)

中川　慧梧　五段（１）

三浦　行　五段(1)

鈴木　雄貴　五段（1）

最年少 山岸亮平2009　小６ 中川慧梧2006　中１ 中川慧梧2006　中１ 中川慧梧2005中１ 鈴木　雄貴2000中３？鈴木　雄貴(2000)中３ 中川　慧梧(2008)中３ 中川　慧梧(2006)中１ 中川　慧梧(2006)中１

中川　慧梧（2006）中２ 淡谷　純夫(1985.1)？ 鈴木　雄貴(2003)高３？ 鈴木雄貴(1998)中１？横山　幸男(1996)？ 近村　一輝(1996)高３ 工藤　俊介(2007)高１ 中川　滉生(2008)中２ 工藤　俊介(2009)高３

近村　一輝(1993)中３？ 工藤　俊介(2009)高３ 工藤　俊介(2009)高３ 工藤　俊介(2007)高１
山中　恵介(2001）高
３？ 淡谷　純夫(1986)？
菊地　祐樹（2005）高
３？

淡谷　純夫(1986)？

県名人戦 県王将戦 有段者選手権


