
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11030025 N 田中　幸雄 田中　明日香 岩手 第１位
4 11050398 N 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
10 11050399 N 渡部　浩 渡部　静子 秋田 第５位
8 11056653 N 小野寺　弘 工藤　郁江 秋田 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
9 11050179 F 今　芳昭 今　由美子 秋田 第１位
5 11050398 F 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
8 11050396 F 木元　健史 松橋　純子 秋田 第１位
4 11030025 F 田中　幸雄 田中　明日香 岩手 第２位
6 11050399 F 渡部　浩 渡部　静子 秋田 第３位
2 11050252 F 佐藤　啓 佐藤　ひろ子 秋田 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11030204 E 小野寺　直 金　真理子 岩手 第４位
3 11050248 E 柳橋　順 柳橋　裕子 秋田 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （５４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
24 11030032 D 池垣　知文 小野寺　玲子 岩手 第１位
20 11050162 D 松田　徹郎 伝農　良恵 秋田 第２位
1 11020113 D 岩崎　修 北野澤　タミ 青森 第３位

アマ スタンダード Ｃ級 （８５組出場 即日Ｂ級へ昇級）
64 11055357 C 高橋　与四郎 広谷　一枝 秋田 第１位
29 11070185 C 高木　学 高木　恵子 岩手 第２位
48 11022241 C 工藤　裕一 斉藤　順子 青森 第３位

＜２００８年１０月５日　（後期全秋田）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11056653 N 小野寺　弘 工藤　郁江 秋田 第１位
8 11040257 N 内海　治之 辺見　福子 宮城 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
14 11050398 N 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第１位
9 11030222 N 前川　仁 前川　美津代 岩手 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11050391 F 高橋　毅 高橋　めぐみ 秋田 第２位
1 11050252 F 佐藤　啓 佐藤　ひろ子 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11050398 F 戸嶋　敏勝 佐々木　登美子 秋田 第１位
3 11050236 F 大森　秀一 大森　薫 秋田 第５位
5 11020107 F 嶋守　吉彦 前森　貴恵子 青森 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
1 11050252 E 佐藤　啓 佐藤　ひろ子 秋田 第２位
4 11050248 E 柳橋　順 柳橋　裕子 秋田 第３位
2 11030223 E 村上　弘行 村上　恵美子 岩手 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
4 11050222 D 堀川　一二三 高橋　律子 秋田 第１位
14 11030223 D 村上　弘行 村上　恵美子 岩手 第２位
25 11040486 D 橋浦　常昭 橋浦　敦子 宮城 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
4 01050039 Ｄ 神尾　圭吾 鎌田　鈴子 秋田 第１位

＜２００８年１０月５日　（後期全秋田）


