
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （８組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11030242 N 長谷川　恵三 石塚　道子 岩手 第１位
10 11040184 N 八巻　幸夫 八巻　由紀子 宮城 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
11 11040529 N 森田　雄一 川瀬　ひろ子 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
15 11040525 F 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第１位
13 11030187 F 齊藤　功 高橋　尚子 岩手 第２位
1 11030242 F 長谷川　恵三 石塚　道子 岩手 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
14 11040184 F 八巻　幸夫 八巻　由紀子 宮城 第２位
4 11040503 F 高梨　則雄 高梨　千鶴子 宮城 第３位
12 11070357 F 金子　敏明 長谷川　まりえ 福島 第４位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
11 11030238 E 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 第１位
6 11060227 E 長谷川　政弥 村越　朝子 秋田 第５位
9 11030194 E 佐藤　文男 吉田　佑美子 岩手 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （６３組出場 即日Ｃ級へ昇級）
31 11030225 D 齋藤　善則 齋藤　牧子 岩手 第１位
73 11030171 D 小菅　安朗 小菅　英理子 岩手 第２位
35 11070017 D 佐藤　吉明 後藤　千枝 福島 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１１６組出場即日Ｂ級へ昇級）
77 11030175 C 長谷川　警二 齋藤　彩子 岩手 第１位
41 11040055 C 相澤　文治 芦立　洋子 宮城 第２位
44 11020114 C 野月平　政一 川島　眞澄 岩手 第３位

＜２００９年７月１９日　（中期全岩手）



№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）
9 11040530 N 佐藤　光 佐藤　真里子 宮城 第１位
5 11030187 N 齊藤　功 高橋　尚子 岩手 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｆ級へ昇級）
10 11060227 N 長谷川　政弥 村越　朝子 秋田 第４位
2 11030241 N 岩城　政志 高橋　忍 岩手 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （１３組出場 即日Ｅ級へ昇級）
13 11070212 F 阿部　純一 阿部　保子 福島 第１位
1 11030238 F 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 第２位
3 11020147 F 阿部　彦四郎 阿部　ゆう子 青森 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
3 11060312 F 浦山　善晴 桝谷　頌子 山形 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
1 11033735 E 小沢　太 小沢　栄子 岩手 第１位
5 11030238 E 前川　敏樹 槻舘　由美子 岩手 第２位
4 11040525 E 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第３位
6 11020148 E 柳　稔 栗橋　眞利子 青森 第４位
2 11030222 E 前川　仁 前川　美津代 岩手 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３５組出場 即日Ｃ級へ昇級）
9 11040228 D 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
1 11030171 D 小菅　安朗 小菅　英理子 岩手 第２位
37 11106446 D 福田　隆 塚田　順子 群馬 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｂ級 （７１組出場 即日Ｂ級へ昇級）
62 11030231 C 八重樫　真 冨澤　直美 岩手 第１位
68 11040228 C 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第２位
7 11030035 C 柏葉　勝広 小松　俊子 岩手 第３位

＜２００９年７月１９日　（中期全岩手）


