
第31回都市対抗神奈川県予選スコア

1R

0 スコア 7

女子複 米山　和子 大山　優子 ４－８ ○ 田辺  彩香 小林　美幸

男子複 井出　洋平 福川　敦 ６－８ ○ 井上　雅紀 高橋　真

男子45才複 中村　健 村田　道昭 （１１）８－９ ○ 野口　賢一 田中　義浩

女子45才複 小泉  とき 伊藤　寿恵 ５－８ ○ 丹野　邦子 甘粕  久美子

男子55才複 樺沢　秀雄 塩脇　照久 ２－８ ○ 高崎  増次 国東　光彦

女子単 ６－８ ○

男子単 ２－８ ○

4 スコア 3

女子複 高橋　直子 南　千織 ２－８ ○ 野本　洋子 細川　真弓

男子複 遠藤　和孝 鈴木　愁太 ３－８ ○ 尾上　公隆 森田誠一郎

男子45才複 渡辺　正宏 村松　秀紀 ○ ８－４ 野本　剛志 安福　哲男

女子45才複 鳥谷部  薫 神長　政子 ○ ８－６ 山下　明美 楠原　淳子

男子55才複 山科　律 宇野　和之 ○ ８－６ 森　眞一郎 布目　真也

女子単 ４－８ ○

男子単 ○ ８－２

4 スコア 3

女子複 松井　麻実 吉森　愛理 ○ ８－１ 成田　清美 吉田　知香

男子複 山口　雄大 中島　研 ６－８ ○ 桜井　倫太朗 小林　茂樹

男子45才複 中島　究 猪又　一晃 ６－８ ○ 角田　高春 今泉  久

女子45才複 氏家　真沙子 中島　律子 ○ ８－４ 戸田　冨美子 野村　みさを

男子55才複 入岡　一吉 福原　俊夫 ○ ８－１ 武田　　勲 松本　英樹

女子単 ○ ８－４

男子単 ３－８ ○

5 スコア 2

女子複 内藤　恵子 広瀬　彩香 ○ ８－３ 井沼　光子 小山　洋子

男子複 関　裕一郎 神部　義幸 ○ ８－４ 桜井　智 岡本　洋介

男子45才複 平井　浩 森　喜登 ４－８ ○ 山下　修二 岩見　亮

女子45才複 芦谷　貴子 若松　美雪 ４－８ ○ 石黒　博子 平田　敬子

男子55才複 菊地　譲二 鈴木　武夫 ○ ８－２ 新庄　直典 伊藤　厚

女子単 ○ ８－５

男子単 ○ ９－７

1 スコア 6

女子複 大桃　美樹 角　滝子 ０－８ ○ 清水　文 高橋　真波

男子複 猪野　孝志 本間　信幸 ３－８ ○ 小西　順二 渡辺　充

男子45才複 市川  新二 西野　郁雄 １－８ ○ 加藤　邦彦 大木　俊一

女子45才複 津久井　そのえ 渡辺　みつえ ４－８ ○ 杉山　豊子 橋本　厚子

男子55才複 森田　徹 小林　博 ３－８ ○ 芳賀　修 高橋　隆

女子単 ４－８ ○

男子単 ○ ８－４

5 スコア 2

女子複 稲木　理恵 土屋　美帆 ○ ８－５ 穂積　絵莉 原　葉子

男子複 吉川　剛志 田中　雄一 ○ ８－５ 大井　圭一 前田　太郎

男子45才複 蜂谷　豊 徳田　真人 ６－８ ○ 佐藤　　純 坂田　一弥

女子45才複 望月　節子 福田　和代 ○ ８－５ 野崎　映子 田川　喜子

男子55才複 麦　富栄 市川　雅俊 ○ ８－５ 中村　豊 臼井　直人

女子単 ２－８ ○

男子単 ○ ８－１

稲木　理恵 穂積　絵莉

佐藤　仁則 有木　雄一郎

石井　未央 和田　しのぶ

神部　義幸 桜井　智

⑪綾瀬市 ⑫厚木市

⑬横須賀市 ⑭平塚市

影山　恵美子 高橋　真波

安達　直哉 種子田　裕介

⑦相模原市 ⑧伊勢原市

⑨小田原市 ⑩茅ヶ崎市

吉森　愛理 北島　沙紀

山口　雄大 小林　茂樹

高橋　直子

遠藤　和孝

細川　真弓

長田　直樹

４月８日(日）　

③海老名市 ④逗子市

⑤寒川町 ⑥鎌倉市

柏原　佳子 山口　桃子

井出　洋平 井上　雅紀



第31回都市対抗神奈川県予選スコア

２R

6 スコア 1

女子複 上山　珠実 八木　薫 ○ ８－１ 田辺  彩香 小林　美幸

男子複 三橋　洋祐 田口　正一郎 ○ ８－４ 井上　雅紀 高橋　真

男子45才複 奥山　誠二 溝口　正勝 ○ ８－２ 野口　賢一 田中　義浩

女子45才複 税田　桂子 檜垣　由美子 ２－８ ○ 丹野　邦子 甘粕  久美子

男子55才複 中西　順一 鈴木　敏昭 ○ ８－４ 高崎  増次 国東　光彦

女子単 ○ ８－１

男子単 ○ ８－１

2 スコア 4

女子複 高橋　直子 南　千織 ７－９ ○ 松井　麻実 吉森　愛理

男子複 遠藤　和孝 鈴木　愁太 ○ ８－４ 山口　雄大 中島　研

男子45才複 渡辺　正宏 村松　秀紀 ○ ８－４ 中島　究 猪又　一晃

女子45才複 鳥谷部  薫 神長　政子 ４－８ ○ 氏家　真沙子 中島　律子

男子55才複 山科　律 宇野　和之 ５－８ ○ 入岡　一吉 福原　俊夫

女子単 １－８ ○

男子単 ４－６＊

2 スコア 4

女子複 内藤　恵子 広瀬　彩香 ５－８ ○ 清水　文 姫野　陽子

男子複 森　智弘 神部　義幸 ○ ８－２ 小西　順二 渡辺　充

男子45才複 所　真人 森　喜登 ７－９ ○ 加藤　邦彦 大木　俊一

女子45才複 芦谷　貴子 若松　美雪 ７－９ ○ 杉山　豊子 橋本　厚子

男子55才複 菊地　譲二 鈴木　武夫 ○ ８－２ 芳賀　修 高橋　隆

女子単 ０－８ ○

男子単 ０－３＊

1 スコア 6

女子複 稲木　理恵 土屋　美帆 ６－８ ○ 轟　めぐみ 富田　利絵子

男子複 吉川　剛志 田中　雄一 ４－８ ○ 横田　健介 宮腰　洋人

男子45才複 蜂谷　豊 徳田　真人 ２－８ ○ 藤原　慎一 島田　聰司

女子45才複 望月　節子 福田　和代 ０－８ ○ 間宮　茂子 橋口　容子

男子55才複 麦　富栄 市川　雅俊 ６－８ ○ 塩見　芳彦 広瀬　稔

女子単 ４－８ ○

男子単 ○ ８－６

　　　　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

土屋　美帆 富田　利絵子

吉川　剛志 横田　健介

高橋　直子 松井　麻実

遠藤　和孝 中島　研

⑨小田原市 ⑫厚木市

⑬横須賀市 ⑯藤沢市

石井　未央 清水　文

関　裕一郎 種子田　裕介

　　　　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

①川崎市 ④逗子市

⑤寒川町 ⑦相模原市

上山　珠実 山口　桃子

三橋　洋祐 井上　雅紀

　　　　　　　



第31回都市対抗神奈川県予選スコア

ＳＦ

4 スコア 1

女子複 上山　珠実 八木　薫 ○ ８－５ 松井　麻実 吉森　愛理

男子複 三橋　洋祐 田口　正一郎 ○ ８－６ 山口　雄大 中島　研

男子45才複 奥山　誠二 溝口　正勝 ○ ８－１ 中島　究 猪又　一晃

女子45才複 税田　桂子 檜垣　由美子 ○ ９－８（４） 中島　律子 江成　紀子

男子55才複 中西　順一 鈴木　敏昭 ７－９ ○ 入岡　一吉 福原　俊夫

女子単 ＊

男子単 ＊

1 スコア 4

女子複 清水　文 高橋　真波 ８－８＊ 轟　めぐみ 富田　利絵子

男子複 小西　順二 渡辺　充 ０－８ ○ 横田　健介 宮腰　洋人

男子45才複 加藤　邦彦 大木　俊一 ３－８ ○ 藤原　慎一 島田　聰司

女子45才複 杉山　豊子 荻山　純子 ○ ８－２ 間宮　茂子 橋口　容子

男子55才複 芳賀　修 高橋　隆 ４－８ ○ 塩見　芳彦 広瀬　稔

女子単 ＊

男子単 ２－８ ○

Ｆ

4 スコア 3

女子複 上山　珠実 八木　薫 ○ ８－２ 轟　めぐみ 富田　利絵子

男子複 三橋　洋祐 田口　正一郎 ５－８ ○ 横田　健介 宮腰　洋人

男子45才複 奥山　誠二 溝口　正勝 ○ ８－６ 藤原　慎一 島田　聰司

女子45才複 税田　桂子 檜垣　由美子 （３）８－９ ○ 間宮　茂子 橋口　容子

男子55才複 中西　順一 鈴木　敏昭 ３－８ ○ 塩見　芳彦 広瀬　稔

女子単 ○ ８－４

男子単 ○ ８－０

上山　珠実 富田　利絵子

三橋　洋祐 宮腰　洋人

清水　文 富田　利絵子

種子田　裕介

①川崎市 ⑦相模原市

⑫厚木市 ⑯藤沢市

上山　珠実

①川崎市 ⑯藤沢市

松井　麻実

三橋　洋祐 中島　研

横田　健介

　　　　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

　　　　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

４月１５日(日）　


