
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11020154 N 藤川　聡 瀧谷　真澄 青森 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11020151 N 木村　拓哉 大空　星夢 青森 第３位
5 11020155 N 佐藤　英雄 鷹幸　かつよ 青森 第４位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
8 11020154 F 藤川　聡 瀧谷　真澄 青森 第１位
4 11030228 F 佐々木　泰史 佐々木　良子 岩手 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11030223 F 村上　弘行 村上　恵美子 岩手 第４位
1 11050126 F 木村　家司美 花下　治子 秋田 第５位
6 11030199 F 青柳　清 青柳　かよ子 岩手 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11020154 E 藤川　聡 瀧谷　真澄 青森 第１位
3 11030228 E 佐々木　泰史 佐々木　良子 岩手 第２位
2 11020142 E 戸井田　剛弥 佐藤　亜香里 青森 第３位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （４９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
20 11020009 D 鈴木　伊左男 鈴木　直美 青森 第１位
36 11020150 D 対馬　喜代司 対馬　久子 青森 第２位
39 11030228 D 佐々木　泰史 佐々木　良子 岩手 第３位

アマ スタンダード Ｃ級 （８６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
68 11020009 C 鈴木　伊左男 鈴木　直美 青森 第１位
3 11020150 C 対馬　喜代司 対馬　久子 青森 第２位
1 11046672 C 千葉　三郎 千葉　洋子 宮城 第３位

プロ スタンダード Ｃ級 （１８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
19 01020013 N 齋藤　琢磨 丹代　めぐみ 青森 第４位
16 01020009 N 須藤　淳 根本　玲子 青森 第６位

プロ スタンダード Ｃ級 （１８組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 01040059 D 加賀　雄大 前原　康子 宮城 第１位

＜２００８年６月１日　（第１回青森）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （４組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11020155 N 佐藤　英雄 鷹幸　かつよ 青森 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11030223 N 村上　弘行 村上　恵美子 岩手 第２位
1 11020151 N 木村　拓哉 大空　星夢 青森 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11020155 F 佐藤　英雄 鷹幸　かつよ 青森 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
2 11020156 E 木川　耕太 高橋　絵里 青森 第１位
1 11050395 E 板垣　雅道 板垣　久美子 秋田 第２位
3 11050189 E 若松　英嗣 若松　るみ子 秋田 第３位
4 11030230 E 種市　高大 高橋　美蘭 岩手 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
3 11050395 D 板垣　雅道 板垣　久美子 秋田 同１位
9 11020156 D 木川　耕太 高橋　絵里 青森 同１位
13 11030230 D 種市　高大 高橋　美蘭 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５１組出場 即日Ｂ級へ昇級）
1 11020152 C 外舘　浩太 工藤　ともみ 青森 第１位
20 11020137 C 中居　佑介 立和田　さやか 青森 第２位
39 11020156 C 木川　耕太 高橋　絵里 青森 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （１３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
9 01020007 N 坂本　茂美 坂本　京子 青森 第４位

＜２００８年６月１日　（第１回青森）


