
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11050254 N 昆野　貴弘 村岡 由美子 秋田 第１位
1 11030229 N 尾形　勇哉 皆川 円 岩手 同２位
2 11040509 N 黒須　昭雄 須田 きみ子 宮城 同２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11030227 N 菊地　典久 伊藤 妙子 岩手 第５位
4 11050126 N 木村　家司美 花下 治子 秋田 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11050254 F 昆野　貴弘 村岡 由美子 秋田 第１位
3 11040131 F 森田　時雄 森田 喜美子 宮城 第２位
8 11040509 F 黒須　昭雄 須田 きみ子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
10 11060299 E 青木　渡 尾形 京子 山形 第１位
9 11050254 E 昆野　貴弘 村岡 由美子 秋田 第２位
1 11060301 E 中山　毅郎 情野 恵莉 山形 第３位
7 11050150 E 冨岡　良造 吉永 素 秋田 第４位
3 11060091 E 今野　謙治 鈴木 由加里 山形 第５位
5 11025696 E 上村　勝次郎 柴田 幸子 青森 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （５９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
19 11060301 D 中山　毅郎 情野 恵莉 山形 第１位
2 11040027 D 米谷　文志 米谷 かつえ 宮城 第２位
7 11050150 D 冨岡　良造 吉永 素 秋田 第３位

プロ スタンダード　 Ｄ級 （３１組出場 即日Ｄ級へ昇級）
27 01070020 N 後藤　洋平 蒲生 智美 福島 第１位

＜２００８年３月２０日　（前期全秋田）



№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）
4 11030229 N 尾形　勇哉 皆川 円 岩手 第１位
2 11050254 N 昆野　貴弘 村岡 由美子 秋田 第２位
6 11050252 N 佐藤　啓 佐藤 ひろ子 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
16 11060223 F 石田　剛 小関 貴子 山形 第１位
3 11050254 F 昆野　貴弘 村岡 由美子 秋田 第２位
13 11030229 F 尾形　勇哉 皆川 円 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
7 11030217 E 小松　拓哉 安藤 芳美 岩手 第１位
14 11060300 E 手塚　善仁 阿部 路子 山形 第２位
13 11030229 E 尾形　勇哉 皆川 円 岩手 第３位
10 11060299 E 青木　渡 尾形 京子 山形 第４位
15 11060223 E 石田　剛 小関 貴子 山形 第５位
12 11060301 E 中山　毅郎 情野 恵莉 山形 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
3 11060300 D 手塚　善仁 阿部 路子 山形 第１位
18 11030217 D 小松　拓哉 安藤 芳美 岩手 第２位
23 11030229 D 尾形　勇哉 皆川 円 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （４２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
29 11060223 D 石田　剛 小関 貴子 山形 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （４２組出場 即日Ｂ級へ昇級）
35 11030217 C 小松　拓哉 安藤 芳美 岩手 第１位
22 11060204 C 斎藤　仁八 斎藤 幸子 山形 第３位

＜２００８年３月２０日　（前期全秋田）


