
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
6 11040520 N 佐藤　朗 下田　せい子 宮城 第１位
8 11040525 N 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第２位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11030237 N 佐野　保 大久保　美和子 岩手 第６位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （１１組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11046693 F 安達　利昭 関根　範子 宮城 第１位
5 11070345 F 古川　貞敏 塩田　けいこ 福島 第２位
4 11040520 F 佐藤　朗 下田　せい子 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
7 11040415 F 伊藤　和彦 王　彬 宮城 第３位
9 11040517 F 小野　孝 小野　美恵子 宮城 第４位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
8 11060320 E 小泉　一真 原田　咲希 山形 第１位
5 11046693 E 安達　利昭 関根　範子 宮城 第２位
2 11070345 E 古川　貞敏 塩田　けいこ 福島 第５位
1 11040498 E 松下　祐輔 勝又　昌子 宮城 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （９０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
52 11050258 D 酒井　一彦 酒井　靖子 秋田 第１位
82 11040249 D 後藤　茂 小松　節子 宮城 第２位
61 11040064 D 佐藤　良平 青木　光代 宮城 第３位

アマ スタンダード　 Ｃ級 （１０３組出場即日Ｂ級へ昇級）
39 11040228 C 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
16 11033735 C 小沢　太 小沢　栄子 岩手 第２位
81 11040074 C 菊池　光信 菊池　幸子 宮城 第３位

＜２００９年４月２９日　（前期全宮城）



№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）
9 11040228 N 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
3 11040525 N 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第２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 11040527 N 片山　賢一 田中　広子 宮城 第４位
5 11040520 N 佐藤　朗 下田　せい子 宮城 第５位
1 11030237 N 佐野　保 大久保　美和子 岩手 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 11040228 F 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
8 11040525 F 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第２位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （４組出場 即日Ｅ級へ昇級）
2 11046693 F 安達　利昭 関根　範子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （４組出場 即日Ｄ級へ昇級）
4 11040228 E 月舘　健志 ＲＩＮＡ 宮城 第１位
1 11040257 E 内海　治之 辺見　福子 宮城 第２位
3 11040410 E 川村　安雄 岡崎　洋子 宮城 第４位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３２組出場 即日Ｃ級へ昇級）
34 11030239 D 阿部　優樹 阿部　律奈 岩手 第１位
32 11046633 D 曽根　治 庄子　郁子 宮城 第２位
5 11070063 D 佐々木　実 但野　和子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｂ級 （４６組出場 即日Ｂ級へ昇級）
51 11030239 C 阿部　優樹 阿部　律奈 岩手 第５位

＜２００９年４月２９日　（前期全宮城）


