
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
8 11070390 N 高木　義次 大津 厚子 福島 第１位
1 11040429 N 横山　勝彦 小島 美緒 宮城 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11070364 N 根本　勝博 茂木 知江子 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
17 11060205 F 小池　智康 鈴木 祥子 山形 第１位
12 11040429 F 横山　勝彦 小島 美緒 宮城 第２位
10 11070390 F 高木　義次 大津 厚子 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
11 11060205 E 小池　智康 鈴木 祥子 山形 第１位
16 11040429 E 横山　勝彦 小島 美緒 宮城 第２位
8 11060302 E 佐々木　保彦 秋葉 梓 山形 第３位
10 11157232 E 熊倉　義雄 熊倉 洋子 新潟 第４位
17 11070366 E 荒木　達男 横井 綾子 福島 第５位
6 11070322 E 吾妻　光男 吾妻 洋子 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （１０１組出場即日Ｃ級へ昇級）
33 11070377 D 佐古　渉 新妻 夕季 福島 第１位
52 11040429 D 横山　勝彦 小島 美緒 宮城 第２位
49 11070371 D 大内　徹 小松 主音 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１０９組出場即日Ｃ級へ昇級）
29 11074715 D 木内　庸雄 瀬谷 恵子 福島 第２位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１０９組出場即日Ｂ級へ昇級）
23 11055890 C 冨樫　隆夫 冨樫 恵子 秋田 第１位
91 11060057 C 矢作　幸男 柴田 敦子 福島 第３位

＜２００８年３月２３日　（前期全福島）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
8 11040511 N 宍戸　悠記 吉田 麻美 宮城 第１位
5 11070383 N 渡辺　和夫 渡辺 はるえ 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （２０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11070388 N 小井川　洋次郎 加藤 菜津美 福島 第２位
5 11070367 N 矢吹　雄一 平田 憲子 福島 第５位
7 11070387 N 中村　裕美 大河原 真由美 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （２０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
12 11040511 F 宍戸　悠記 吉田 麻美 宮城 第１位
3 11107003 F 菅野　博美 辻 あけみ 群馬 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
9 11040511 E 宍戸　悠記 吉田 麻美 宮城 第１位
7 11060303 E 藤井　雄介 丹治 沙織 山形 第２位
1 11132563 E 渡辺　茂 加瀬 雅美 東京 第３位
6 11040472 E 白戸　孝 三浦 吉子 宮城 第４位
8 11070360 E 佐藤　吉雄 丸添 順子 福島 第５位
2 11070306 E 伊藤　満 田中 未央子 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４７組出場 即日Ｃ級へ昇級）
37 11040511 D 宍戸　悠記 吉田 麻美 宮城 第１位
16 11070372 D 澤田　武宗 三瓶 寛子 福島 第２位
23 11070196 D 鈴木　亮二 阿部 ゆき 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （６９組出場 即日Ｂ級へ昇級）
14 11070363 C 村田　利仁 廣嶋 優香 福島 第１位
59 11070372 C 澤田　武宗 三瓶 寛子 福島 第２位
23 11070049 C 斎藤　幸弘 長谷川 文恵 福島 第３位

＜２００８年３月２３日　（前期全福島）


