
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11070490 N 斎藤　岳琉 渡邉　羽由 福島 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11070181 N 佐藤　秀雄 斎藤　ミツ子 福島 第２位
8 11070491 N 末永　和夫 本城　和江 福島 第５位
7 11070487 N 柴　康二 滝田　イマ子 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
3 11070354 F 川越　雅彦 三瓶　ケイ子 福島 第１位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11070490 F 斎藤　岳琉 渡邉　羽由 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
6 11060390 E 大沼　恭介 大沼　真子 山形 第１位
10 11060389 E 吉浦　拓人 島田　満奈 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （４４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
17 11060389 D 吉浦　拓人 島田　満奈 山形 第１位
39 11060390 D 大沼　恭介 大沼　真子 山形 第２位
21 11070443 D 齊藤　勝則 朝香　奈緒美 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （８７組出場 即日Ｂ級へ昇級）
83 11070072 C 長谷川　清 白井　ふじい 福島 第１位
42 11060384 C 一條　敬祐 鈴木　彩華 山形 第２位
59 11040573 C 東　成光 小野寺　祥 宮城 第３位

＜２０１６年３月２７日　（前期全福島）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040644 N 斉藤　尚 四戸　希久世 宮城 第１位
2 11070490 N 斎藤　岳琉 渡邉　羽由 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11070075 N 藤田　脩 久下　八寿子 福島 第３位
4 11070470 N 大嶋　賢一朗 中野　里美 福島 第４位
7 11070487 N 柴　康二 滝田　イマ子 福島 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
1 11070490 F 斎藤　岳琉 渡邉　羽由 福島 第１位
6 11040644 F 斉藤　尚 四戸　希久世 宮城 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
2 11060387 E 菅野　直樹 村上　ひより 山形 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１７組出場 即日Ｄ級へ昇級）
12 11060388 E 日原　和希 伊藤　祥穂 山形 第１位
3 11060391 E 齋藤　瑞生 竹田　美遥 山形 第３位
7 11040644 E 斉藤　尚 四戸　希久世 宮城 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１７組出場 即日Ｃ級へ昇級）
16 11060387 D 菅野　直樹 村上　ひより 山形 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５８組出場 即日Ｃ級へ昇級）
34 11060391 D 齋藤　瑞生 竹田　美遥 山形 第１位
12 11070478 D 増子　宏大 今井　麗奈 福島 第３位
19 11060388 D 日原　和希 伊藤　祥穂 山形 第４位
42 11040644 D 斉藤　尚 四戸　希久世 宮城 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （５８組出場 即日Ｂ級へ昇級）
49 11060387 C 菅野　直樹 村上　ひより 山形 第２位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
4 01070023 D 武石　京介 田澤　萌莉 福島 第１位

＜２０１６年３月２７日　（前期全福島）


	前期全福島

