
№１＞№１＞№１＞№１＞

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 ノービスノービスノービスノービス （８組出場（８組出場（８組出場（８組出場 即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）

7 11070451 N 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

2 11117376 N 佐賀　栄一郎 越水　久美 福島 第２位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｆ級Ｆ級Ｆ級Ｆ級 （１２組出場（１２組出場（１２組出場（１２組出場 即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）

7 11070452 N 星　光一 三谷　裕子 福島 第４位

3 11070453 N 五日市　祐一 藤沼　恵子 福島 第６位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｆ級Ｆ級Ｆ級Ｆ級 （１２組出場（１２組出場（１２組出場（１２組出場 即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）

1 11070451 F 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

5 11117376 F 佐賀　栄一郎 越水　久美 福島 第２位

11 11070421 F 小林　幸規 星　タカ子 福島 第３位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｅ級Ｅ級Ｅ級Ｅ級 （１５組出場（１５組出場（１５組出場（１５組出場 即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）

7 11070387 F 中村　裕 佐藤　順子 宮城 第６位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｅ級Ｅ級Ｅ級Ｅ級 （１５組出場（１５組出場（１５組出場（１５組出場 即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）

3 11070451 E 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

15 11030053 E 千葉　貢 中森　陽子 岩手 第２位

10 11070391 E 小野　道夫 吉田　文子 福島 第３位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｄ級Ｄ級Ｄ級Ｄ級 （５５組出場（５５組出場（５５組出場（５５組出場 即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）

57 11137485 D 廣島　悠仁 久保　斐美 東京 第１位

26 11070451 D 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第２位

11 11050274 D 阿部　計 松好　光 宮城 第３位

アマアマアマアマ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｃ級Ｃ級Ｃ級Ｃ級 （８３組出場（８３組出場（８３組出場（８３組出場 即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）

85 11137485 C 廣島　悠仁 久保　斐美 東京 第１位

66 11060351 C 白岩　俊紀 根本　絵梨 山形 第２位

37 11070444 C 工藤　雄騎 工藤　安依 福島 第３位

プロプロプロプロ スタンダード　スタンダード　スタンダード　スタンダード　 Ｄ級Ｄ級Ｄ級Ｄ級 （２１組出場（２１組出場（２１組出場（２１組出場 即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）

18 01070022 D 佐々木　清隆 佐々木　和恵 福島 第１位

＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）



№２＞№２＞№２＞№２＞

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービスノービスノービスノービス （６組出場（６組出場（６組出場（６組出場 即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）

2 11070451 N 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級Ｆ級Ｆ級Ｆ級 （１３組出場（１３組出場（１３組出場（１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）即日Ｆ級へ昇級）

14 11070449 N 榊枝　正弘 須田　恵子 福島 第５位

7 11070453 N 五日市　祐一 藤沼　恵子 福島 第６位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級Ｆ級Ｆ級Ｆ級 （１３組出場（１３組出場（１３組出場（１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）

11 11070451 F 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

3 11070060 F 大塚　貞治 上杉　慶子 福島 第２位

1 11040543 F 小野寺　雄志 福田　弘恵 宮城 第３位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級Ｅ級Ｅ級Ｅ級 （９組出場（９組出場（９組出場（９組出場 即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）即日Ｅ級へ昇級）

2 11070390 F 高木　義次 高木　親子 福島 第３位

8 11070427 F 佐藤　敏博 田崎　良美 福島 第４位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級Ｅ級Ｅ級Ｅ級 （９組出場（９組出場（９組出場（９組出場 即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）即日Ｄ級へ昇級）

5 11070451 E 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

9 11097284 E 和気　淳 船山　則子 栃木 第２位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級Ｄ級Ｄ級Ｄ級 （２０組出場（２０組出場（２０組出場（２０組出場 即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）

19 11070451 D 後藤　大悟 後藤　ひなた 福島 第１位

13 11076674 D 大内　理 今村　和子 福島 第２位

16 11050274 D 阿部　計 松好　光 宮城 第３位

アマアマアマアマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級Ｃ級Ｃ級Ｃ級 （５１組出場（５１組出場（５１組出場（５１組出場 即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）即日Ｂ級へ昇級）

27 11070196 C 鈴木　亮二 阿部　ゆき 福島 第１位

28 11076674 C 大内　理 今村　和子 福島 第２位

8 11070406 C 伊藤　理 若林　由佳 福島 第３位

プロプロプロプロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級Ｄ級Ｄ級Ｄ級 （６組出場（６組出場（６組出場（６組出場 即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）即日Ｃ級へ昇級）

7 01040058 D 遠藤　倫明 遠藤　京子 宮城 第１位

＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）＜２０１２年１０月１４日　（後期全福島）


