
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040522 N 星　尚之 吉田　涼子 宮城 第１位
9 11076711 N 平子　一則 水口　美恵子 福島 第２位
7 11060137 N 坂本　隼人 近藤　聖子 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
14 11046693 N 安達　利昭 関根　範子 宮城 第１位
17 11070388 N 小井川　洋次郎 加藤　菜津美 福島 第４位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11070397 F 戸村　勇一 湊　久美子 福島 第２位
10 11076711 F 平子　一則 水口　美恵子 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
16 11070208 F 鈴木　勝義 佐藤　みよ子 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）
4 11070397 E 戸村　勇一 湊　久美子 福島 第１位
5 11070389 E 川音　毅 佐藤　直美 福島 第２位
12 11070151 E 初澤　忠重 横山　しのぶ 福島 第３位
3 11070279 E 八木沢　博 八木沢　幸江 福島 第４位
8 11070154 E 小椋　仲男 安田　ミツ 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
57 11040522 F 星　尚之 吉田　涼子 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８７組出場 即日Ｃ級へ昇級）
51 11040066 D 下川　健二 小野　とし子 宮城 第１位
87 11070390 D 高木　義次 大津　厚子 福島 第２位
12 11070389 D 川音　毅 佐藤　直美 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （８０組出場 即日Ｂ級へ昇級）
65 11155504 C 大竹　亮 大竹　礼子 新潟 第１位
69 11063661 C 佐藤　浩 佐藤　由紀 山形 第２位
29 11040448 C 佐々木　周一 佐々木　美枝 宮城 第３位

＜２００９年３月２２日　（前期全福島）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11076711 N 平子　一則 水口　美恵子 福島 第１位
11 11070406 N 伊藤　理 伊藤　すみれ 福島 第２位
5 11040522 N 星　尚之 吉田　涼子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11046693 N 安達　利昭 関根　範子 宮城 第２位
10 11040505 N 大石　猛 大石　弘子 宮城 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）
1 11076711 F 平子　一則 水口　美恵子 福島 第１位
11 11070335 F 杉本　伸夫 寺島　美由紀 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１０出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11117376 F 佐賀　栄一郎 越水　久美 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１０出場 即日Ｄ級へ昇級）
10 11060322 E 小泉　遼 柳沢　寿江 山形 第１位
8 11070405 E 黒田　裕之 松本　真波 福島 第３位
9 11060137 E 坂本　隼人 近藤　聖子 福島 第４位
3 11070392 E 白石　直樹 高橋　沙也加 福島 第５位
1 11070279 E 八木沢　博 八木沢　幸江 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
37 11060322 D 小泉　遼 柳沢　寿江 山形 第１位
1 11045584 D 渡辺　一男 渡辺　由美子 宮城 第２位
32 11045690 D 高橋　貢 佐藤　美歌子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５９組出場 即日Ｂ級へ昇級）
62 11060322 C 小泉　遼 柳沢　寿江 山形 第１位
1 11040495 C 山川　智兄 小野　博子 宮城 第２位
43 11040415 C 伊藤　和彦 王　彬 宮城 第３位

＜２００９年３月２２日　（前期全福島）


