
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040428 N 吉田　和博 難波　志織 宮城 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11070397 N 戸村　勇一 湊　久美子 福島 第２位
3 11040517 N 小野　孝 小野　美恵子 宮城 第４位
7 11070357 N 金子　敏明 長谷川　まりえ 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｅ級へ昇級）
10 11040428 F 吉田　和博 難波　志織 宮城 第１位
2 11040477 F 鳥井　洋 鳥井　かほる 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11040498 F 松下　祐輔 勝又　昌子 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
12 11040519 E 細谷　竜馬 小野　梓 宮城 第１位
11 11040358 E 岩下　真也 佐藤　優子 宮城 第２位
9 11040045 E 金沢　秀一 伊藤　淑子 宮城 第３位
1 11030025 E 田中　幸雄 田中　明日香 岩手 第４位
3 11040131 E 森田　時雄 森田　喜美子 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （９５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
100 11040519 D 細谷　竜馬 小野　梓 宮城 第１位
84 11040399 D 小松　喬 鈴木　ひかり 宮城 第２位
3 11030236 D 高城　良太 佐藤　麻美 岩手 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１１９組出場 即日Ｂ級へ昇級）
82 11040519 C 細谷　竜馬 小野　梓 宮城 第１位
10 11045570 C 和久　宗夫 森田　真澄 宮城 第２位
127 11040399 C 小松　喬 鈴木　ひかり 宮城 第３位

＜２００８年１１月２４日　（後期全宮城）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040045 N 金沢　秀一 伊藤　淑子 宮城 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11040446 N 相原　耕 鈴木　伸子 宮城 第２位
2 11157112 N 野中　麗永 諸橋　清枝 新潟 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
9 11040045 F 金沢　秀一 伊藤　淑子 宮城 第１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 11157112 F 野中　麗永 諸橋　清枝 新潟 第３位
3 11060313 F 小池　和巳 工藤　愛子 山形 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
2 11020157 E 平賀　貴志 佐藤　絵里 青森 第１位
4 11040234 E 丹野　昭次 石川　初美 宮城 第２位
1 11040513 E 佐藤　修 田中　きえ子 宮城 第４位
6 11040131 E 森田　時雄 森田　喜美子 宮城 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
8 11020157 D 平賀　貴志 佐藤　絵里 青森 第１位
42 11040201 D 田中　豪 猪股　年子 宮城 第２位
28 11040507 D 菅井　拓 遠藤　明美 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
57 11040245 C 佐々木　良一 西大條　雄子 宮城 第１位
2 11070017 C 佐藤　吉明 後藤　千枝 福島 第２位
19 11040511 C 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
3 01060023 D 小野寺　俊 小野寺　倫子 山形 第１位

＜２００８年１１月２４日　（後期全宮城）


