
№１＞

アマ スタンダード　 ノービス （４組出場 即日Ｆ級へ昇級）
1 11040530 N 佐藤　光 佐藤　真里子 宮城 第１位

アマ スタンダード　 Ｆ級 （７組出場 即日Ｆ級へ昇級）
4 11040528 N 山本　賢生 高嶋　悦子 宮城 第４位
3 11040516 N 熊谷　直也 佐々木　とも子 宮城 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 11040530 F 佐藤　光 佐藤　真里子 宮城 第１位
2 11060317 F 田中　正弘 伊藤　ひさ子 山形 第２位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｅ級へ昇級）
8 11040532 F 菅野　健二 阿部　まさ子 宮城 第５位

アマ スタンダード　 Ｅ級 （８組出場 即日Ｄ級へ昇級）
1 11070410 E 山田　敬人 山田　明佳 福島 第１位
4 11040531 E 水谷　直久 水谷　幸子 宮城 第２位
5 11040525 E 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第３位
2 11040184 E 八巻　幸夫 八巻　由紀子 宮城 第４位
7 11070357 E 金子　敏明 長谷川　まりえ 福島 第６位

アマ スタンダード　 Ｄ級 （７６組出場 即日Ｃ級へ昇級）
2 11060320 D 小泉　一真 原田　咲希 山形 第１位
35 11040484 D 高橋　史朗 中野　志津子 宮城 第２位
54 11040040 D 梅室　邦夫 和田　ゆみこ 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）
33 11040026 C 佐々木　弘行 佐々木　優子 宮城 第１位
101 11040460 C 白根　孝夫 白根　るみ子 宮城 第２位
31 11040511 C 益田　幸典 遠藤　麻子 宮城 第３位

プロ スタンダード　 Ｄ級 （３４組出場 即日Ｃ級へ昇級）
27 01050043 D 桜庭　崇 岩崎　友仁子 秋田 第１位

＜２００９年９月２３日　（中期全宮城）



№２＞

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ ノービス （６組出場 即日Ｆ級へ昇級）
3 11070414 N 箱﨑　元 吉田　稲美 福島 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｆ級へ昇級）
8 11050262 N 土田　和樹 土田　久里子 秋田 第２位
2 11030243 N 佐藤　幸貴 岡本　美紀 岩手 第３位
6 11040528 N 山本　賢生 高嶋　悦子 宮城 第５位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｆ級 （９組出場 即日Ｅ級へ昇級）
4 11070414 F 箱﨑　元 吉田　稲美 福島 第１位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｅ級 （３組出場 即日Ｄ級へ昇級）
4 11070414 E 箱﨑　元 吉田　稲美 福島 第１位
3 11060312 E 浦山　善晴 桝谷　頌子 山形 第２位
1 11075681 E 箱崎　秀男 箱崎　久子 福島 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （３０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
2 11060065 D 佐藤　幸史 佐藤　路 山形 第１位
19 11070410 D 山田　敬人 山田　明佳 福島 第２位
21 11040525 D 佐々木　祐一 二宮　すみ子 宮城 第３位

アマ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｃ級 （６３組出場 即日Ｂ級へ昇級）
13 11040518 C 小林　瞬 林原　小都音 宮城 第１位
46 11030236 C 髙城　良太 桔梗　はるか 岩手 第２位
56 11040064 C 佐藤　良平 青木　光代 宮城 第３位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１０組出場 即日Ｄ級へ昇級）
6 01060017 N 木村　功 菅澤　保子 山形 第４位

プロ ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶﾝ Ｄ級 （１０組出場 即日Ｃ級へ昇級）
11 01060026 D 松倉　尚仁 工藤　由美子 山形 第１位

＜２００９年９月２３日　（中期全宮城）


