
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （１４組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11040511 N 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第１位
9 11040507 N 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第２位
10 11040510 N 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （２３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11070370 N 藤田　清春 佐瀬　美津子 福島 第４位
8 11070359 N 泉田　実 根本　ルミ 福島 第５位
21 11040505 N 大石　猛 大石　弘子 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （２３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
10 11040507 F 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第１位
22 11040510 F 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第２位
5 11040511 F 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11070359 F 泉田　実 根本　ルミ 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
13 11030230 E 種市　高大 高橋　美蘭 岩手 第１位
15 11040507 E 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第２位
11 11050180 E 奥山　一夫 滝田　はつ子 秋田 第３位
4 11040201 E 田中　豪 津田　めぐみ 宮城 第４位
17 11070244 E 遠藤　英昭 佐竹　美保 福島 同６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （１０４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
95 11040461 D 平井　駿 草間　知枝 宮城 第１位
15 11043670 D 相原　純一 曽根　洋子 宮城 第２位
76 11030230 D 種市　高大 高橋　美蘭 宮城 第３位

アマ スタンダード　 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （１２９組出場 即日Ｂ級へ昇級）
25 11041885 C 山村　仁 山村　頼子 宮城 第１位
116 11040429 C 横山　勝彦 小島　美緒 宮城 第２位
120 11060301 C 中山　毅郎 情野　恵莉 山形 第３位

＜２００８年４月２９日　（東北オープン）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11040511 N 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第１位
4 11040510 N 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11040507 N 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
13 11040510 F 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
15 11040511 F 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11040433 F 小野寺　真樹 板垣　まり 宮城 第２位
7 11040488 F 服部　雄一 上野　みつこ 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11040510 E 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
6 11040311 E 横内　訓 横内　勝子 宮城 第４位
3 11040498 E 松下　祐輔 勝又　昌子 宮城 第５位
4 11040501 E 土田　貴志 前村　洋子 宮城 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４１組出場 即日Ｃ級へ昇級）
34 11040510 D 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
18 11075713 D 安斎　修一 安斎　由美子 福島 第２位
10 11040490 D 下山　政昭 佐々木　知恵子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （６２組出場 即日Ｂ級へ昇級）
59 11060300 C 手塚　善仁 阿部　路子 山形 第１位
56 11040348 C 立松　聡之 石神　綾子 宮城 第２位
60 11070369 C 吉成　真五郎 金子　公子 福島 第３位

＜２００８年４月２９日　（東北オープン）


