
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11030238 N 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11050260 N 長谷川　政弥 村越　朝子 秋田 第３位
5 11050256 N 外川　新一 千葉　路子 秋田 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11030238 F 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 第１位
1 11030063 F 小笠原　明 佐々木　イネ子 岩手 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （９組出場 即日Ｄ級へ昇級）
8 11020107 E 嶋守　吉彦 前森　貴恵子 青森 第１位
9 11030201 E 遠藤　政範 川畑　和子 岩手 第２位
2 11050188 E 浅野　勲 猪本　孝子 秋田 第３位
1 11040522 E 星　尚之 吉田　涼子 宮城 第４位
4 11030189 E 清水　蔵造 栗栖　あいな 岩手 第５位
5 11040477 E 鳥井　洋 鳥井　かほる 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （6４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
5 11030198 D 大平　騰一 伊藤　郁子 岩手 第１位
49 11050172 D 近藤　恒一 近藤　智恵美 秋田 第２位
58 11020153 D 林　隆之介 林　文子 青森 第３位

アマ スタンダード　 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （１０９組出場即日Ｂ級へ昇級）
33 11030236 C 髙城　良太 桔梗　はるか 岩手 第１位
36 11040056 C 高橋　一之 高瀬　純子 宮城 第２位
35 11026822 C 飯村　正幸 森　比佐子 青森 第３位

プロ スタンダード　 ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （３８組出場 即日Ｃ級へ昇級）
8 01060003 D 武田　政勝 カーシャ 山形 第１位

＜２００９年４月１９日　（東北ｵｰﾌﾟﾝ）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （５組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11030239 N 阿部　優樹 阿部　律奈 岩手 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１０組出場 即日Ｆ級へ昇級）
2 11030145 N 菊池　征道 菊池　幸子 岩手 第４位
12 11030238 N 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 同５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１０組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11030239 F 阿部　優樹 阿部　律奈 岩手 第１位
1 11033735 F 小沢　太 小沢　栄子 岩手 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11040522 F 星　尚之 吉田　涼子 宮城 第３位
3 11030222 F 前川　仁 前川　美津代 岩手 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （７出場 即日Ｄ級へ昇級）
5 11030239 E 阿部　優樹 阿部　律奈 岩手 第１位
4 11060323 E 加藤　涼介 齊藤　悠未 山形 第２位
2 11045726 E 冨田　教郎 冨田　きよみ 宮城 第４位
6 11020107 E 嶋守　吉彦 前森　貴恵子 青森 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
10 11060323 D 加藤　涼介 齊藤　悠未 山形 第１位
33 11030231 D 八重樫　真 冨澤　直美 岩手 第２位
26 11040025 D 山田　正 遠藤　節子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （６２組出場 即日Ｂ級へ昇級）
20 11020157 C 平賀　貴志 佐藤　麻美 青森 第１位
25 11060323 C 加藤　涼介 齊藤　悠未 山形 第２位
46 11050204 C 根田　和裕 根田　久枝 秋田 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ﾗｲｼﾞﾝｸﾞｽﾀｰ （１２組出場 即日Ｄ級へ昇級）
4 01040024 N 朝比奈　竜弘 村上　絵美 宮城 第６位

＜２００９年４月１９日　（東北ｵｰﾌﾟﾝ）


