
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11040513 N 佐藤　修 田中　きえ子 宮城 第１位
7 11040487 N 高橋　衛 田中　広子 宮城 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
17 11040415 N 伊藤　和彦 王　彬 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11070374 F 斎藤　仁 石井　清子 福島 第１位
8 11040513 F 佐藤　修 田中　きえ子 宮城 第２位
16 11040501 F 土田　貴志 前村　洋子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１４組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11060312 N 浦山　善晴 桝谷　頌子 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１４組出場 即日Ｅ級へ昇級）
3 11070364 F 根本　勝博 茂木　知江子 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
10 11030236 E 髙城　良太 佐藤　麻美 岩手 第１位
8 11040502 E 福地　孝 千葉　はつえ 宮城 第２位
9 11070374 E 斎藤　仁 石井　清子 福島 第３位
5 11040501 E 土田　貴志 前村　洋子 宮城 第４位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （１１３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
12 11040500 D 小野　大輝 飯田　聡美 宮城 第１位
71 11040507 D 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第２位
15 11040369 D 岸野　裕 大沼　久美子 宮城 第３位

アマ スタンダード Ｃ級 （１２６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
93 11072826 C 高木　成年 高橋　美江 福島 第１位
117 11040500 C 小野　大輝 飯田　聡美 宮城 第２位
67 11032970 C 市川　實 市川　由子 岩手 第３位

プロ スタンダード Ｄ級 （２５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
29 01040043 D 大槻　達也 末永　枝里奈 宮城 第１位

＜２００８年９月２３日　（中期全宮城）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11040513 N 佐藤　修 田中　きえ子 宮城 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
11 11070357 N 金子　敏明 長谷川　まりえ 福島 第５位
7 11070272 N 丹野　洋 茂木　由紀 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）
8 11040507 F 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第１位
6 11050162 F 松田　徹郎 伝農　良恵 秋田 第２位
1 11070364 F 根本　勝博 茂木　知江子 福島 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）
4 11040495 E 山川　智兄 小野　博子 宮城 第１位
3 11030236 E 髙城　良太 佐藤　麻美 岩手 第２位
5 11040507 E 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第３位
1 11040502 E 福地　孝 千葉　はつえ 宮城 第４位
7 11070364 E 根本　勝博 茂木　知江子 福島 第５位
6 11040488 E 服部　雄一 上野　みつこ 宮城 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
15 11030235 D 小野寺　健 皆川　円 岩手 第１位
43 11070388 D 小井川　洋次郎 加藤　菜津美 福島 第２位
9 11030236 D 髙城　良太 佐藤　麻美 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （７７組出場 即日Ｂ級へ昇級）
34 11040499 C 立花　真 太田　聡恵 宮城 第１位
6 11040515 C 秋浜　祐太 千葉　晴美 宮城 第２位
56 11030235 C 小野寺　健 皆川　円 岩手 第３位

＜２００８年９月２３日　（中期全宮城）


