
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11070457 N 西　翔平 小野　真知子 福島 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
9 11030269 N 土橋　政昭 佐藤　つねこ 岩手 第１位
2 11040590 N 片寄　正宏 布田　純子 宮城 第３位
12 11030254 N 菅野　金吾 須藤　美紀子 岩手 第４位
5 11050272 N 後藤　悠 後藤　甲子 秋田 第５位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11070457 F 西　翔平 小野　真知子 福島 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１６組出場 即日Ｅ級へ昇級）
15 11040590 F 片寄　正宏 布田　純子 宮城 第２位
4 11050272 F 後藤　悠 後藤　甲子 秋田 第６位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （１６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
12 11040058 E 及川　恵弘 田畑　秀香 宮城 第１位
10 11030266 E 谷藤　英徳 大塚　里美 岩手 第３位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （６６組出場 即日Ｄ級へ昇級）
23 11070457 E 西　翔平 小野　真知子 福島 第４位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （６６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
28 11030025 D 田中　幸雄 田中　佳子 岩手 第１位
48 11030032 D 池垣　智文 小野寺　玲子 岩手 第２位
4 11030075 D 高田　茂 滝浦　ケイ子 岩手 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１２６組出場即日Ｂ級へ昇級）
130 11030040 C 泉山　明 泉山　利枝子 岩手 第１位
103 11040538 C 吉田　進 吉田　えみ子 宮城 第２位
107 11034217 C 高橋　春雄 高橋　由美 岩手 第３位

＜２０１３年３月３１日　（前期全岩手）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11070457 N 西　翔平 小野　真知子 福島 第１位
9 11030254 N 菅野　金吾 須藤　美紀子 岩手 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11030269 N 土橋　政昭 佐藤　つねこ 岩手 第１位
3 11040046 N 芳賀　一彦 相原　洋子 宮城 第４位
6 11070149 N 佐藤　康夫 佐藤　真弓 福島 第５位
7 11020187 N 八木橋　順司 八木橋　和子 青森 第６位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （７組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11070457 F 西　翔平 小野　真知子 福島 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （５組出場 即日Ｅ級へ昇級）
5 11020181 F 菊池　聖貢 藤野　節子 青森 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （５組出場 即日Ｄ級へ昇級）
3 11070457 E 西　翔平 小野　真知子 福島 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
16 11040058 E 及川　恵弘 田畑　秀香 宮城 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （２０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
12 11070457 D 西　翔平 小野　真知子 福島 第２位
9 11036845 D 高橋　利範 小原　真由美 岩手 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （７８組出場 即日Ｂ級へ昇級）
66 11020173 C 葛西　尚隆 下斗米　七海 青森 第１位
30 11030108 C 吉田　準之助 吉田　真理 岩手 第２位
34 11030233 C 高橋　研 千田　みらの 岩手 第３位

＜２０１３年３月３１日　（前期全岩手）


