
順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属
1 村上喜一郎 林映子 宮城県 1 中道俊之 中道和子 岩手県 1 山下和男 山下千佳子 岩手県 1 熊谷義昭 熊谷正子 福島県

2 葛西元春 葛西春子 青森県 1 工藤裕一 斎藤順子 青森県 2 菅野忠司 菅野登美子 山形県 2 中道俊之 中道和子 岩手県

3 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 3 葛西元春 葛西春子 青森県 3 中道俊之 中道和子 岩手県 2 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県

4 中道俊之 中道和子 岩手県 3 中村真司 川原睦子 岩手県 4 栗田良実 栗田幸子 岩手県 4 中村真司 川原睦子 岩手県

5 栗田良実 栗田幸子 岩手県 5 平山孝志 平山周子 秋田県 4 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 4 大宮将義 斎藤りか 山形県

6 星浩 星礼子 宮城県 6 千田正志 千田キエ子 岩手県 4 中村真司 川原睦子 岩手県 6 古川勲 川村京子 福島県

7 中村真司 川原睦子 岩手県 7 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県 7 村上喜一郎 林映子 宮城県 7 上原修 菅野幸恵 宮城県

8 野地康雄 野地けい 福島県 8 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 7 野地康雄 野地けい 福島県 8 千葉英明 千葉よりこ 岩手県

9 市川實 市川由子 岩手県 9 大宮将義 斎藤りか 山形県 9 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 9 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県

10 菊地東一 菊地名代子 宮城県 10 坂本弘文 坂本純子 福島県 10 奈良孝行 奈良直美 秋田県 9 沼山俊一 福田真弓 青森県

10 山下和男 山下千佳子 岩手県 11 中島栄 七海陽子 福島県 11 沼山俊一 福田真弓 青森県 11 川井武彦 加藤睦子 秋田県

12 川井武彦 加藤睦子 秋田県 11 藤田登志也 藤田　壽子 岩手県 12 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 12 鈴木裕一 湊真子 秋田県

12 菅野忠司 菅野登美子 山形県 13 狩野盛次 安部登美子 宮城県 12 加藤勝 加藤光子 宮城県 12 工藤裕一 斎藤順子 青森県

14 菅原伊佐雄 菅原有里 青森県 13 鈴木裕一 湊真子 秋田県 14 小森博行 今野久美子 秋田県 14 阿部和則 高橋秀子 秋田県

14 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 13 古川勲 川村京子 福島県 15 斉藤毅 小林千鶴 福島県 15 枯川潤 本田裕子 山形県

16 二ツ森俊一 二ツ森雅子 青森県 13 村山新太郎 石山志津子 山形県 15 菊地東一 菊地名代子 宮城県 15 折笠正信 早川しのぶ 福島県

16 佐藤靖幸 渋谷聡子 秋田県 17 渡辺一男 大江千恵子 宮城県 17 和久宗男 森田真澄 宮城県 17 佐竹巧 金子公子 福島県

16 駒場忠勝 斉藤京子 福島県 17 芳賀正樹 芳賀美映 岩手県 18 原田康次 橋本幸子 福島県 18 佐藤久一 後藤宣子 山形県

16 池田謙二 池田香奈子 山形県 17 和知重信 和知嘉栄 福島県 18 伊藤善治 登坂敦子 宮城県 18 平山孝志 平山周子 秋田県

20 曽根治 渋谷和子 宮城県 20 広井幹夫 広井恵美子 秋田県 20 星浩 星礼子 宮城県 18 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形県

20 沼山俊一 福田真弓 青森県 20 菅原伊佐雄 菅原有里 青森県 20 川井武彦 加藤睦子 秋田県 18 和知重信 和知嘉栄 福島県

20 中島栄 七海陽子 福島県 20 佐藤久一 後藤宣子 山形県 22 上原修 菅野幸恵 宮城県 22 梅森和宏 梅森智子 宮城県

23 小森博行 今野久美子 秋田県 23 沼山俊一 福田真弓 青森県 23 後藤重幸 阿部浩子 宮城県 22 千田正志 千田キエ子 岩手県

23 和久宗男 森田真澄 宮城県 24 川井武彦 加藤睦子 秋田県 23 矢内志津男 赤澤芙美子 福島県 22 斉藤世和 畠山優子 宮城県

23 山岡光広 加賀谷晴子 秋田県

順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属
1 菅野忠司 菅野登美子 山形県 1 吉田勉 吉田一子 岩手県 1 菅野忠司 菅野登美子 山形県 1 熊谷義昭 熊谷正子 福島県

1 村上喜一郎 林映子 宮城県 2 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 2 村上喜一郎 林映子 宮城県 1 吉田勉 吉田一子 岩手県

3 後藤重幸 阿部浩子 宮城県 3 中道俊之 中道和子 岩手県 3 中村真司 川原睦子 岩手県 3 中道俊之 中道和子 岩手県

3 中村真司 川原睦子 岩手県 4 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 3 中道俊之 中道和子 岩手県 4 中村真司 川原睦子 岩手県

5 中道俊之 中道和子 岩手県 4 工藤裕一 斎藤順子 青森県 5 斉藤弘美 斉藤久美 福島県 5 古川勲 川村京子 福島県

6 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 6 中村真司 川原睦子 岩手県 6 奈良孝行 奈良直美 宮城県 6 小林恵一 森谷美沙子 山形県

7 奈良孝行 奈良直美 秋田県 6 枯川潤 本田裕子 山形県 7 佐藤靖幸 渋谷聡子 秋田県 7 千葉英明 千葉よりこ 岩手県

8 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 6 藤田登志也 藤田　壽子 岩手県 7 菊地東一 菊地名代子 宮城県 8 和知重信 和知嘉栄 福島県

9 池田謙二 池田香奈子 山形県 9 古川勲 川村京子 福島県 7 池田謙二 池田香奈子 山形県 9 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形県

10 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 9 久我靖 久我友美 宮城県 10 泉勝 泉和子 宮城県 9 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県

11 野地康雄 野地けい 福島県 11 和知重信 和知嘉栄 福島県 11 星浩 星礼子 宮城県 11 鈴木裕一 湊真子 秋田県

12 佐藤靖幸 渋谷聡子 秋田県 12 斉藤世和 畠山優子 宮城県 12 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 11 枯川潤 本田裕子 山形県

13 遠藤吉雄 遠藤妙子 福島県 13 鈴木裕一 湊真子 秋田県 13 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 13 阿部和則 高橋秀子 秋田県

13 南館盛雄 金野有希子 岩手県 13 近江洋一 近江久美 青森県 14 伊藤祐人 加賀谷晴子 秋田県 13 工藤裕一 斎藤順子 青森県

15 山下和男 山下千佳子 宮城県 15 佐竹巧 金子公子 福島県 15 山下和男 山下千佳子 岩手県 13 大宮将義 大宮希 山形県

16 佐藤功 佐藤明美 宮城県 16 千田正志 千田キエ子 岩手県 15 小幡和也 小幡仁子 山形県 16 佐藤久一 後藤宣子 山形県

17 山村仁士 山村頼子 宮城県 16 佐藤吉明 後藤千枝 福島県 15 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 16 佐藤良平 青木光代 宮城県

17 伊藤善治 登坂敦子 福島県 18 佐藤久一 後藤宣子 山形県 15 近江洋一 近江久美子 青森県 18 葛西元春 葛西春子 青森県

19 斉藤弘美 斉藤久美 宮城県 18 菅野秀明 菅野利子 福島県 15 野地康雄 野地けい 福島県 18 狩野盛次 安部登美子 宮城県

20 久我靖 久我友美 青森県 20 佐藤己義 金真理子 岩手県 20 泉山明 泉山利枝子 岩手県 18 阿部昇 二谷美和 福島県

20 葛西元春 葛西春子 宮城県 21 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県 20 葛西元春 葛西春子 青森県 21 沼野敏 沼野啓子 福島県

20 高橋将之 高橋ひとみ 宮城県 21 梅森和宏 梅森智子 宮城県 22 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 22 近江洋一 近江久美子 青森県

23 菊地東一 菊地名代子 青森県 21 村上喜一郎 林映子 宮城県 22 高橋雅彦 佐藤知栄子 秋田県 22 佐藤吉明 後藤千枝 福島県

24 近江洋一 近江久美子 岩手県 24 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 22 小倉晴夫 小倉美樹 秋田県 24 氏家健治 氏家明子 福島県

24 千葉英明 千葉よりこ 秋田県 22 後藤重幸 阿部浩子 宮城県

順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属 順位 リーダー パートナー 所属
1 村上喜一郎 林映子 宮城県 1 吉田勉 吉田一子 岩手県 1 山下和男 山下千佳子 岩手県 1 竹内大夢 竹内優美 福島県

2 佐藤靖幸 佐藤聡子 秋田県 2 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 2 菅野忠司 菅野登美子 山形県 2 吉田勉 吉田一子 岩手県

3 菅野忠司 菅野登美子 山形県 3 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 3 村上喜一郎 林映子 宮城県 2 鈴木裕一 湊真子 秋田県

4 中道俊之 中道和子 岩手県 3 鈴木裕一 湊真子 秋田県 4 佐藤靖幸 佐藤聡子 秋田県 4 熊谷義昭 熊谷正子 福島県

5 中村真司 川原睦子 岩手県 5 中道俊之 中道和子 岩手県 5 斎藤弘美 斎藤久美 福島県 5 中道俊之 中道和子 岩手県

6 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 6 古川勲 川村京子 福島県 5 栗田良実 栗田幸子 岩手県 6 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県

6 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 7 中村真司 川原睦子 岩手県 7 高橋祐晃 高橋美香 宮城県 6 吉田武将 田中悦子 青森県

8 池田謙二 池田香奈子 山形県 8 佐藤瞬 鈴木美沙 岩手県 7 奈良孝行 奈良直美 宮城県 8 古川勲 川村京子 福島県

9 奈良孝行 奈良直美 宮城県 9 斉藤世和 畠山優子 宮城県 9 池田謙二 池田香奈子 山形県 9 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県

10 菊地東一 菊地名代子 宮城県 10 吉田武将 田中悦子 青森県 10 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 10 宮内敬太 磯野清香 青森県

11 泉山明 泉山利枝子 岩手県 11 伊藤慎悟 高橋由美子 岩手県 11 中道俊之 中道和子 岩手県 11 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形県

12 山下和男 山下千佳子 岩手県 11 上原修 菅野幸恵 宮城県 12 千葉伸吾 児玉あけみ 宮城県 12 戸栗宗志 皆川愛美 青森県

12 南館盛雄 金野有希子 宮城県 13 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 12 斎藤和義 小田中秀 岩手県 13 工藤裕一 斎藤順子 青森県

12 星浩 星礼子 宮城県 14 中條一之 中條真喜子 山形県 14 玉木光博 玉木恵久子 福島県 13 黒田敏雄　 桝谷頌子 山形県

15 泉勝 泉和子 宮城県 14 工藤裕一 斎藤順子 青森県 14 桜井陽介 佐々木茜 青森県 13 和知重信 和知嘉栄 福島県

16 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 16 鈴木孝昇 佐藤友厚 山形県 16 藤木幸太 二ツ森めぐみ 青森県 16 小野寺俊 小野寺倫子 山形県

17 四戸賢治 四戸香 岩手県 17 佐藤誠 佐藤美喜子 岩手県 17 熊谷義昭 熊谷正子 福島県 16 佐藤浩美 柳内京子 福島県

18 和久宗男 森田真澄 宮城県 17 四戸賢治 四戸香 岩手県 18 南館盛雄 金野有希子 宮城県 18 佐藤吉明 後藤千枝 福島県

18 千葉英明 千葉よりこ 岩手県 17 藤田登志也 藤田　壽子 岩手県 18 山岡光広 加賀谷晴子 秋田県 18 大地純平 大地幹 山形県

18 澤野清 加賀谷順子 青森県 17 黒田敏雄　 桝谷頌子 山形県 18 佐藤功 佐藤明美 宮城県 18 鎌田昌俊 鎌田玲子 宮城県

18 横山直樹 壱岐いずみ 岩手県 21 秋葉善吉 田中賽子 山形県 21 泉山明 泉山利枝子 岩手県 21 佐藤長松 若松せい子 秋田県

22 斉藤弘美 斉藤久美 福島県 21 大久保敦史 今村紀代子 青森県 22 高橋繁美 高橋リサ子 秋田県 21 佐々木浩 佐々木咲子 秋田県

22 藤木幸太 二ツ森めぐみ 青森県 21 佐藤良平 青木光代 宮城県 22 泉勝 泉和子 宮城県 23 大宮将義 大宮希 山形県

24 高橋繁美 高橋リサ子 秋田県 24 小幡和也 小幡仁子 山形県 22 渡部松雄 草野秀子 福島県 24 佐藤誠 佐藤美喜子 岩手県

24 六槍昌彦 六槍恵里 青森県 24 佐藤長松 若松せい子 秋田県 24 関口直紀 泉直子 弘前大学

24 藤原清 山野辺憲子 福島県
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