
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11157276 N 小畑　ヨシ 高橋　友理奈 新潟 第１位
10 11060096 N 武田　孝行 武田　美代子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11040606 N 村山　光彦 村山　茂子 宮城 第３位
12 11070363 N 村田　利仁 佐藤　和佳子 福島 第４位
7 11070040 N 井上　隆正 小野　真知子 福島 第５位
15 11070465 N 松田　聡一郎 松田　若菜 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
11 11157276 F 小畑　ヨシ 高橋　友理奈 新潟 第１位
3 11060096 F 武田　孝行 武田　美代子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （２０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
16 11070363 F 村田　利仁 佐藤　和佳子 福島 第２位
6 11040606 F 村山　光彦 村山　茂子 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （２０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
18 11157276 E 小畑　ヨシ 高橋　友理奈 新潟 第１位
2 11060096 E 武田　孝行 武田　美代子 山形 第３位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （８５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
68 11157276 D 小畑　ヨシ 高橋　友理奈 新潟 第１位
93 11070374 D 斎藤　仁 斎藤　厚子 福島 第２位
11 11046633 D 曽根　治 庄子　郁子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１２４組出場即日Ｂ級へ昇級）
97 11040599 C 玉應　聖太郎 中村　美里 宮城 第１位
29 11030276 C 工藤　芳孝 四戸　藍 岩手 第２位
103 11060377 C 阿部　尚記 芳賀　千紘 山形 第３位

プロ スタンダード　 Ｄ級 （１９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
17 01050039 N 神尾　圭吾 神尾　鈴子 秋田 準決勝

プロ スタンダード　 Ｄ級 （１９組出場 即日Ｃ級へ昇級）
7 01030029 D 関　亮佑 木村　咲 岩手 第１位

＜２０１４年３月３０日　（前期全福島）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （４組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11070464 N 伊藤　信也 山崎　貞子 福島 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
9 11070040 N 井上　隆正 小野　真知子 福島 第３位
7 11087292 N 伊藤　祐人 永畑　祥子 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11070464 F 伊藤　信也 山崎　貞子 福島 第１位
3 11070374 F 斎藤　仁 斎藤　厚子 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11070149 F 佐藤　康夫 佐藤　真弓 福島 第３位
4 11070040 F 井上　隆正 小野　真知子 福島 第５位
7 11070433 F 髙橋　正 齋藤　多恵 福島 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
6 11060375 E 佐々木　宏輔 武田　彩加 山形 第１位
3 11070411 E 山形　要 伊藤　泰子 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11070040 E 井上　隆正 小野　真知子 福島 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
19 11060375 D 佐々木　宏輔 武田　彩加 山形 第１位
22 11070453 D 五日市　祐一 藤沼　恵子 福島 第２位
12 11070411 D 山形　要 伊藤　泰子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （７６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
15 11060375 C 佐々木　宏輔 武田　彩加 山形 第１位
72 11060376 C 後藤　直人 井上　志保 山形 第２位
79 11040599 C 玉應　聖太郎 中村　美里 宮城 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
3 01040024 D 朝比奈　竜弘 朝比奈　絵美 宮城 第１位

＜２０１４年３月３０日　（前期全福島）
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