
１Ｒ

2 スコア 5
女子複 降旗　有沙 高西　玲奈 ○ 84 森川こずえ 神部　敦子
男子複 荻野　真也 川田　祐輔 08 ○ 森　智広 神部　義幸

男子４５才複 小清水重夫 内川　素良 38 ○ 所　真人 釼持　孝治
女子４５才複 高西　美幸 聳城　成子 38 ○ 岸本　匡美 若松　美雪
男子５５才複 谷垣　博司 大井　勝也 68 ○ 鈴木　武夫 高橋　裕昭

女子単 ○ 81
男子単 48 ○

5 スコア 2
女子複 中村　彩羽 岡野恵美生 38 ○ 山本　理佳 小山　洋子
男子複 鈴木　淳弘 三国　修資 ○ 81 岡本　洋介 片平　純也

男子４５才複 中島　　究 福本　　哲 38 ○ 山下　修二 岩見　　亮
女子４５才複 中島　律子 江成　紀子 ○ 81 石黒　博子 岩沢真紀子
男子５５才複 入岡　一吉 布野　高志 ○ 97 菅野　孝二 新庄　直典

女子単 ○ 82
男子単 ○ 86

3 スコア 4
女子複 加藤　佐紀 尚　朝子 68 ○ 穂積　絵莉 野崎あかり
男子複 古藤　雄介 鈴木　悠太 ○ 84 前田　太郎 大井　圭一

男子４５才複 村松　秀紀 渡辺　正宏 48 ○ 原　　俊清 加藤　全孝
女子４５才複 鳥谷部　薫 神長　政子 89（２） ○ 野崎　映子 朝尾　弘子
男子５５才複 山科　　律 岸上　　豊 ○ 86 臼井　直人 中村　　豊

女子単 28 ○
男子単 ○ 84

0 スコア 7
女子複 柴田　厚子 益子　松美 28 ○ 久我まゆ美 稲木　理恵
男子複 遠藤　貴之 関口　義和 48 ○ 若松　哲哉 野村　健二

男子４５才複 長田　　誠 上村　　稔 68 ○ 徳田　真人 加藤　勝典
女子４５才複 白市　陽子 津久井そのえ 68 ○ 井本　直子 岸宗　芳子
男子５５才複 市川　新二 西野　郁夫 18 ○ 麦　富栄 市川　雅俊

女子単 48 ○
男子単 38 ○

2 スコア 5
女子複 山口　桃子 小林　美幸 48 ○ 角田　良美 西川　満美
男子複 瀬川　　雅 高浜　裕紀 ○ 82 種子田裕介 小林　博昭

男子４５才複 野口　賢一 野中　辰之 48 ○ 成田　正彦 川端　正幸
女子４５才複 丹野　邦子 甘粕久美子 38 ○ 橋本　厚子 杉山　豊子
男子５５才複 国東　光彦 高崎　増次 79 ○ 高橋　　隆 芳賀　　修

女子単 28 ○
男子単 ○ 85

1 スコア 6
女子複 小林　枝里 北島　沙紀 58 ○ 野本　洋子 土屋　美帆
男子複 山根　将樹 藤代　昌也 08 ○ 森田誠一郎 長田　直樹

男子４５才複 角田　高春 岩澤　輝和 38 ○ 松岡　信幸 安福　哲男
女子４５才複 難波すみ子 守屋　房子 18 ○ 楠原　敦子 山下　明美
男子５５才複 小林　一之 武田　　勲 28 ○ 加藤　義明 末木　一夫

女子単 ○ 80
男子単 48 ○

降旗　有沙
荻野　真也

④小田原市

森川こずえ
森　智広

第３２回都市対抗神奈川県予選スコア

４月５日（土）

③秦野市

三砂　晋平 有木　雄一郎

⑤相模原市 ⑥茅ヶ崎市

岡野　恵美生 山本　理佳
中島　研 古我　裕輔

⑦寒川町 ⑧平塚市

須田　有莉加 穂積　絵莉

松崎 勇太郎 重田　健一

⑨綾瀬市 ⑩横須賀市

石田　典子 久我まゆ美
遠藤　貴之 若松　哲哉

⑪逗子市 ⑫厚木市

山口　桃子 角田　良美

桜井　智樹 平塚　雄陽

⑬伊勢原市 ⑭鎌倉市

小林　枝里 兵藤　寛美



２Ｒ

3 スコア 4
女子複 上山　珠美 伊藤千奈津 ○ 84 森川こずえ 深津祐美子
男子複 須藤　陽史 上田　吾郎 48 ○ 森　智広 神部　義幸

男子４５才複 奥山　誠二 溝口　正勝 ○ 98(2) 所　真人 釼持　孝治
女子４５才複 税田　桂子 柚山　由香 38 ○ 岸本　匡美 若松　美雪
男子５５才複 中山　照夫 椎橋　　豊 38 ○ 鈴木　武夫 菊地　譲二

女子単 ○ 82
男子単 58 ○

2 スコア 4
女子複 中村　彩羽 岡野恵美生 48 ○ 穂積　絵莉 野崎あかり
男子複 鈴木　淳弘 三国　修資 68 ○ 前田　太郎 大井　圭一

男子４５才複 中島　　究 福本　　哲 ○ 84 上間　康隆 加藤　全孝
女子４５才複 中島　律子 江成　紀子 ○ 85 野崎　映子 篠田　民子
男子５５才複 入岡　一吉 布野　高志 48 ○ 臼井　直人 中村　　豊

女子単 18 ○
男子単 56*

3 スコア 4
女子複 久我　まゆ美 稲木　理恵 89(4) ○ 角田　良美 西川　満美
男子複 若松　哲哉 野村　健二 ○ 84 種子田裕介 小林　博昭

男子４５才複 佐々木　義孝 徳田　真人 48 ○ 成田　正彦 川端　正幸
女子４５才複 井本　直子 岸宗　芳子 28 ○ 橋本　厚子 杉山　豊子
男子５５才複 麦　富栄 市川　雅俊 ○ 84 高橋　　隆 芳賀　　修

女子単 28 ○
男子単 ○ 82

2 スコア 5
女子複 野本　洋子 兵頭　寛美 ○ 98(4) 原田　咲　 金山　希以
男子複 森田誠一郎 長田　直樹 48 ○ 鎌田健太郎 只木　信彰

男子４５才複 松岡　信幸 安福　哲男 ○ 98(7) 藤原　慎一 島田　聡司
女子４５才複 楠原　敦子 山下　明美 28 ○ 橋口　客子 ヘルナンデス薫
男子５５才複 加藤　義明 末木　一夫 89(5) ○ 塩見　芳彦 広瀬　稔

女子単 08 ○
男子単 18 ○

＊勝敗決定による打ち切り

第３２回都市対抗神奈川県予選スコア

①川崎市

⑩横須賀

④小田原市

伊藤　千奈津 深津祐美子
須藤　陽史 森　智広

中島　研 有木　雄一郎

⑫厚木市

⑤相模原市 ⑧平塚市

中村　彩羽 穂積　絵莉

久我まゆ美 角田　良美

平塚　雄陽 鎌田健太郎

若松　哲哉 重田　健一

⑭鎌倉市 ⑯藤沢市

兵藤　寛美 金山　希以



ＳＦ

3 スコア 4
女子複 森川こずえ 深津祐美子 38 ○ 穂積　絵莉 野崎あかり
男子複 森　智広 神部　義幸 ○ 83 前田　太郎 大井　圭一

男子４５才複 所　真人 釼持　孝治 48 ○ 原　　俊清 上間　康隆
女子４５才複 岸本　匡美 若松　美雪 ○ 85 野崎　映子 篠田　民子
男子５５才複 鈴木　武夫 菊地　譲二 48 ○ 臼井　直人 中村　　豊

女子単 58 ○
男子単 ○ 83

2 スコア 4
女子複 角田　良美 西川　満美 48 ○ 原田　咲　 金山　希以
男子複 種子田裕介 小林　博昭 48 ○ 鎌田健太郎 只木　信彰

男子４５才複 成田　正彦 川端　正幸 ○ 98(5) 藤原　慎一 島田　聡司
女子４５才複 橋本　厚子 杉山　豊子 ○ 85 橋口　客子 間宮　茂子
男子５５才複 高橋　　隆 芳賀　　修 08 ○ 塩見　芳彦 皆川　　勉

女子単 21*
男子単 28 ○

Ｆ

0 スコア 4
女子複 穂積　絵莉 野崎あかり 48 ○ 原田　咲　 金山　希以
男子複 前田　太郎 大井　圭一 68 ○ 鎌田健太郎 只木　信彰

男子４５才複 原　　俊清 加藤　全孝 76* 藤原　慎一 島田　聡司
女子４５才複 野崎　映子 篠田　民子 48 ○ 橋口　客子 間宮　茂子
男子５５才複 臼井　直人 中村　　豊 18 ○ 塩見　芳彦 皆川　　勉

女子単 *
男子単 *

＊勝敗決定による打ち切り

第３２回都市対抗神奈川県予選スコア

４月６日（日）

⑧平塚市 ⑯藤沢市

⑫厚木市 ⑯藤沢市

角田　良美 金山　希以
重田　健一

④小田原市 ⑧平塚市

深津祐美子 穂積　絵莉
前田　太郎

穂積　絵莉 金山　希以
前田　太郎 鎌田健太郎

鎌田健太郎

森　智広
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