
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
9 11020153 N 林　隆之介 林　文子 青森 第１位
8 11060308 N 加藤　雅和 安部　まさ子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
17 11040477 N 鳥井　洋 鳥井　かほる 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11060308 F 加藤　雅和 安部　まさ子 山形 第１位
15 11070370 F 藤田　清春 佐瀬　美津子 福島 第２位
9 11020153 F 林　隆之介 林　文子 青森 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
8 11060296 F 大沼　啓一 井上　操 山形 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１５組出場 即日Ｄ級へ昇級）
3 11040511 E 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第１位
16 11040510 E 鈴木　潔 ＲＩＮＡ 宮城 第２位
7 11070380 E 高橋　長男 青柳　由美子 福島 第３位
13 11070246 E 丹治　孝一 高橋　禎子 福島 第４位
9 11075706 E 安藤　晴男 山村　文子 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
9 11060205 D 小池　智康 鈴木　祥子 山形 第１位
45 11060302 D 佐々木　保彦 秋葉　梓 山形 第２位
46 11040424 D 鈴木　啓修 鈴木　和香子 宮城 第３位

＜２００８年５月１８日　（前期全山形）



№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）
3 11060304 N 安久津　繁実 安久津　弘美 山形 第１位
4 11060308 N 加藤　雅和 安部　まさ子 山形 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11050162 N 松田　徹郎 伝農　良恵 秋田 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
12 11060304 F 安久津　繁実 安久津　弘美 山形 第１位
2 11070104 F 高田　勝夫 永畑　祥子 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
4 11060065 E 佐藤　幸史 佐藤　路 山形 第１位
8 11060302 E 佐々木　保彦 秋葉　梓 山形 第２位
5 11060304 E 安久津　繁実 安久津　弘美 山形 第３位
3 11070104 E 高田　勝夫 永畑　祥子 福島 第４位
2 11040511 E 益田　幸典 近野　悦子 宮城 第５位
6 11060262 E 安達　孝夫 安達　順子 山形 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
11 11060301 D 中山　毅郎 情野　恵莉 山形 第１位
21 11060205 D 小池　智康 鈴木　祥子 山形 第２位
12 11060299 D 青木　渡 尾形　京子 山形 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
49 11060304 D 安久津　繁実 安久津　弘美 山形 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５０組出場 即日Ｂ級へ昇級）
38 11060301 C 中山　毅郎 情野　恵莉 山形 第１位
6 11060299 C 青木　渡 尾形　京子 山形 第２位
35 11060223 C 石田　剛 小関　貴子 山形 第３位

＜２００８年５月１８日　（前期全山形）


