
№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 11070418 N 斉藤　文彦 斉藤　いく子 福島 第１位
8 11070417 N 鈴木　修 鎧　いつ子 福島 第２位
9 11040534 N 門脇　泰 末武　恵美子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11070378 N 小野　勝康 根本　てる子 福島 第３位
2 11070391 N 小野　道夫 吉田　文子 福島 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11070418 F 斉藤　文彦 斉藤　いく子 福島 第１位
12 11070417 F 鈴木　修 鎧　いつ子 福島 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
5 11159075 N 猪爪　二郎 猪爪　久子 新潟 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
9 11070160 F 丹　春雄 山田　三起子 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
1 11040090 E 及川　喜久次 齋　ふさ子 宮城 第１位
4 11060317 E 田中　正弘 伊藤　ひさ子 山形 第３位
7 11070411 E 山形　要 伊藤　泰子 福島 第４位
2 11157095 E 霜鳥　与四郎 霜鳥　桂子 新潟 第５位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （６３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
43 11046693 D 安達　利昭 関根　範子 宮城 第１位
12 11040090 D 及川　喜久次 齋　ふさ子 宮城 第２位
32 11040395 D 甲斐　康彦 柏倉　さち子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （７８組出場 即日Ｂ級へ昇級）
12 11075728 C 武藤　新一 武藤　美代子 福島 第１位
46 11055712 C 越前　亨 中村　あずさ 東京 第２位
84 11040059 C 渡辺　秀悦 渡辺　典子 宮城 第３位

＜２００９年１１月１日　（全東北福島）



№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）
7 11070368 N 宇佐見　薫 宇佐見　由美 福島 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
7 11070417 N 鈴木　修 鎧　いつ子 福島 第３位
6 11060296 N 大沼　啓一 細谷　京子 山形 第４位
4 11070418 N 斉藤　文彦 斉藤　いく子 福島 第５位
8 11070403 N 斉藤　正 斉藤　冨士子 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11070368 F 宇佐見　薫 宇佐見　由美 福島 第１位
5 11030243 F 佐藤　幸貴 岡本　美紀 岩手 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （４組出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11060314 F 山口　傳一 佐藤　京子 山形 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
2 11030243 E 佐藤　幸貴 岡本　美紀 岩手 第１位
1 11060311 E 千葉　洋一 管　容子 山形 第２位
3 11070253 E 松本　純 松本　百合子 福島 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
14 11070361 D 坪井　正行 筒井　洋子 福島 第１位
19 11070314 D 安藤　秀夫 遠藤　友子 福島 第２位
34 11070384 D 渡辺　清 渡辺　富士子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （３６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
19 11070340 C 小野　功 管野　久美 福島 第１位
18 11060295 C 笹原　清彦 笹原　富美子 山形 第２位
33 11070322 C 吾妻　光男 吾妻　洋子 福島 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （１５組出場 即日Ｄ級へ昇級）
10 01040032 N 小川　芳信 三浦　沙織 宮城 第１位

＜２００９年１１月１日　（全東北福島）


