
№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 11030232 N 森萩　泰尚 森萩　敬子 岩手 第１位
7 11030233 N 高橋　研 長澤　ユカ 岩手 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040503 N 高梨　則雄 高梨　千鶴子 宮城 第３位
7 11030063 N 小笠原　明 佐々木　イネ子 岩手 第４位
3 11040504 N 角田　忠 角田　長子 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
6 11030232 F 森萩　泰尚 森萩　敬子 岩手 第１位
2 11030225 F 齋藤　善則 齋藤　牧子 岩手 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
12 11020153 E 林　隆之介 林　文子 青森 第１位
3 11030225 E 齋藤　善則 齋藤　牧子 岩手 第２位
6 11030101 E 須藤　長一 須藤　はぎ子 岩手 第３位
7 11030232 E 森萩　泰尚 森萩　敬子 岩手 第４位
5 11030171 E 小菅　安朗 小菅　英理子 岩手 第５位
1 11040470 E 佐々木　孝 早坂　幸子 宮崎 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （７２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
41 11030232 D 森萩　泰尚 森萩　敬子 岩手 第１位
80 11040486 D 橋浦　常昭 橋浦　敦子 宮城 第２位
58 11030109 D 藤村　誠紘 斉藤　貴美絵 岩手 第３位

アマ スタンダード Ｃ級 （１１７組出場 即日Ｂ級へ昇級）
53 11030230 C 種市　高大 高橋　美蘭 岩手 第１位
1 11036843 C 伊藤　正則 伊藤　悦子 岩手 第２位
104 11054068 C 倉橋　晃 倉橋　睦 秋田 第３位

＜２００８年７月２０日　（中期全岩手）



№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）
2 11030233 N 高橋　研 長澤　ユカ 岩手 第１位
3 11030235 N 小野寺　健 阿部　律奈 岩手 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
11 11030231 N 八重樫　真 古川　直美 岩手 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１１組出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11030235 F 小野寺　健 阿部　律奈 岩手 第１位
9 11030233 F 高橋　研 長澤　ユカ 岩手 第２位
10 11040270 F 今野　照男 今野　泰子 宮城 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）
5 11030063 F 小笠原　明 佐々木　イネ子 岩手 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）
7 11030235 E 小野寺　健 阿部　律奈 岩手 第１位
1 11030171 E 小菅　安朗 小菅　英理子 岩手 第２位
3 11050202 E 又井　和彦 小田　麻理亜 秋田 第３位
4 11030053 E 千葉　貢 武田　よし子 岩手 第４位
2 11060284 E 三浦　稔 三浦　八重子 山形 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
35 11137276 D 本間　光一 大山　はるみ 東京 第１位
32 11046824 D 野田　文正 野田　美智子 宮城 第２位
25 11045573 D 三浦　秀行 池野　まゆみ 宮城 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）
71 11020088 C 宍戸　悠記 吉田　麻美 宮城 第１位
72 11034977 C 千葉　英明 千葉　順子 岩手 第２位
52 11050238 C 葛巻　隆逸 葛巻　まり子 秋田 第３位

＜２００８年７月２０日　（中期全岩手）


