
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040531 N 水谷　直久 水谷　幸子 宮城 同１位
11 11070412 N 四家　明寛 四家　恵 福島 同１位
4 11070410 N 山田　敬人 山田　明佳 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （２１組出場 即Ｆ日級へ昇級）
20 11070411 N 山形　要 伊藤　泰子 福島 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （２１組出場 即Ｅ日級へ昇級）
12 11070410 F 山田　敬人 山田　明佳 福島 第２位
11 11040531 F 水谷　直久 水谷　幸子 宮城 第３位
21 11097279 F 斉藤　金一 斉藤　英子 栃木 第４位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
14 11040532 N 菅野　健二 阿部　まさ子 宮城 第４位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11070411 F 山形　要 伊藤　泰子 福島 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
3 11157019 E 村山　一三 滝沢　トヨ子 新潟 第１位
12 11070281 E 浮地　藤一 浮地　千恵子 福島 第３位
13 11076711 E 平子　一則 水口　美恵子 福島 第５位
4 11070208 E 鈴木　勝義 伊東　和子 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （９６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
44 11070397 D 戸村　勇一 湊　久美子 福島 第１位
82 11040062 D 本郷　清一 宮谷　洋子 宮城 第２位
78 11040502 D 福地　孝 千葉　はつえ 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （８４組出場 即日Ｂ級へ昇級）
2 11040263 C 佐竹　和彦 佐瀬　俊子 宮城 第１位
51 11156778 C 宮澤　正夫 本名　博美 新潟 第２位
68 11097035 C 碓氷　利之 河角　尚美 栃木 第３位

プロ スタンダード　 Ｄ級 （２５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
1 01070001 D 小針　博雄 斎藤　じゅんこ 福島 第１位

＜２００９年７月２６日　（中期全福島）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11070410 N 山田　敬人 山田　明佳 福島 第１位
3 11070411 N 山形　要 伊藤　泰子 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11070400 N 高橋　一美 高橋　常子 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）
11 11070410 F 山田　敬人 山田　明佳 福島 第１位
3 11070411 F 山形　要 伊藤　泰子 福島 第２位
1 11070389 F 川音　毅 佐藤　直美 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （１２組出場 即日Ｄ級へ昇級）
14 11070413 E 手代木　奨太 角田　典子 福島 第１位
11 11070410 E 山田　敬人 山田　明佳 福島 第２位
2 11070389 E 川音　毅 佐藤　直美 福島 第３位
4 11070411 E 山形　要 伊藤　泰子 福島 第４位
10 11097279 E 斉藤　金一 斉藤　英子 栃木 第５位
7 11076711 E 平子　一則 水口　美恵子 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
41 11070413 D 手代木　奨太 角田　典子 福島 第１位
15 11070161 D 吉田　茂雄 吉田　洋子 福島 第２位
32 11070317 D 脇坂　勝男 松野　則子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （６４組出場 即日Ｂ級へ昇級）
23 11060159 C 鈴木　文雄 鈴木　京子 山形 第１位
49 11097064 C 磯　久一 大島　悦子 栃木 第２位
22 11071711 C 中島　栄英 福井　美達子 福島 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
6 01040043 N 大槻　達也 末永　枝里奈 宮城 第２位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 01040059 D 加賀　雄大 前原　康子 宮城 第１位

＜２００９年７月２６日　（中期全福島）


