
第３６回都市対抗神奈川県予選スコア

1R

２ スコア ５

女子複 嵩　千夏 宮嶋　紗季 WO ○ 降旗　有紗 高西　玲奈

男子複 夏目　修平 本藤　優 ○ ８－０ 荻野　真也 川田　祐輔

女子45才複 東嶋　真由美 倉持　直子 ７－９ ○ 高西　美幸 野村　浩美

男子45才複 岩澤　輝和 今泉　久 ４－８ ○ 堀　靖司 佐藤　広三

男子55才複 鈴木　孝 堀井　伸一 ○ ８－６ 草山　毅 降旗　淳

女子単 ０－８ ○

男子単 ５－８ ○

７ ０

女子複 上山　珠実 梅田　真由美 ○ ８－６ 小林　みゆき 内藤　裕子

男子複 常盤　滋 小林　茂樹 ○ ８－２ 金子　聖 菊池　隆美

女子45才複 金子　和代 中島　英 ○ ８－１ 丹野　邦子 甘粕　久美子

男子45才複 向川　美智彦 佐藤　康夫 ○ ８－１ 田中　義浩 米山　博

男子55才複 福寿　庸 広野　泰一 ○ ８－３ 高崎　増次 犬塚　家忠

女子単 ○ ８－３

男子単 ○ ８－４

５ ２

女子複 上田　沙季 泉水　玖瑠美 ○ ８－２ 今若　真樹子 石川　真奈美

男子複 三国　修資 鈴木　淳弘 ○ ８－３ 川口　泰明 杉崎　良佑

女子45才複 中島　律子 佐々木　昇子 ○ ８－５ 岸本　匡美 若松　美雪

男子45才複 中島　究 渋谷　嘉一 ○ ９－８（３） 高尾　俊之 所　真人

男子55才複 佐々木　昇 依田　通昭 ３－８ ○ 二見　一由 平井　浩

女子単 ○ ８－０

男子単 ５－８ ○

４ ３

女子複 永峰　冴華 柳井　美里 １－８ ○ 宮坂　舞 久我  まゆ美

男子複 柳井　翔太 佐川　知也 ５－８ ○ 猪熊　正洋 千葉　新也

女子45才複 橋本　優子 藤原　美智子 ○ ８－２ 脇谷　桂子 菱　淳子

男子45才複 田中　博史 阪口　洋 ○ ８－５ 大野　雅仁 山森　大輔

男子55才複 山下　修二 今井　博 ○ ８－２ 浅葉　誠 網代　豊

女子単 ０－８ ○

男子単 ○ ８－５

３ ４

女子複 益子　松美 井野　由佳子 （５）８－９ ○ 土屋　美帆 山崎　葉月

男子複 森　信 槇橋　昭次 ４－８ ○ 森田　誠一郎 長田　直樹

女子45才複 石井　篤子 太田　かおる ２－８ ○ 井上　尚美 楠原　淳子

男子45才複 堀嶋　裕 山田　幸輝 ○ ８－６ 野本　剛志 安福　哲男

男子55才複 瀧本　幸文 吉原　均 ○ ８－６ 加藤　義明 中谷　龍夫

女子単 ○ ８－４

男子単 ２－８ ○

３ ４

女子複 酒井　志穂 山崎　久美子 ３－８ ○ 角田　良美 大屋　江里子

男子複 大滝　慶人 鈴木　悠太 ○ ８－５ 成田　一平 高橋　洋昌

女子45才複 小林　博子 鳥谷部  薫 ○ ８－５ 成田　清美 磯口　美紀

男子45才複 亀山　孝雄 渡辺　正宏 ６－８ ○ 成田　正彦 清水　典明

男子55才複 堀川　文夫 岸上　豊 ５－８ ○ 芳賀　修 高橋　隆

女子単 ４－８ ○

男子単 ○ ８－１

４月７日(土）　

③伊勢原市 ④秦野市

嵩　千夏 降旗　有紗

夏目　修平 荻野　真也

⑤川崎市 ⑥逗子市

上山　珠実 内藤　裕子

小林　茂樹 金子　聖

⑦相模原市 ⑧小田原市

田村　実里 石川　真奈美

木村　篤 川口　泰明

⑨茅ケ崎市 ⑩横須賀市

永峰　冴華 久我  まゆ美

柳井　翔太 猪熊　正洋

⑪大和市 ⑫鎌倉市

松本　育実 野本　洋子

森　信 梶山　健太

⑬寒川町 ⑭厚木市

山崎　久美子 角田　良美

三砂　晋平 高橋　洋昌
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２R

６ １

女子複 大山　弘子 竹原　心 ○ ８－４ 降旗　有紗 高西　玲奈

男子複 大阿久　正太 ヘルナンデス　匠 ○ ８－２ 荻野　真也 川田　祐輔

女子45才複 ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香 ○ ８－２ 高西　美幸 野村　浩美

男子45才複 藤原　慎一 岩見　亮 ○ ８－１ 堀　靖司 佐藤　広三

男子55才複 広瀬　稔 藤井　忠 ５－８ ○ 草山　毅 降旗　淳

女子単 ○ ９－７

男子単 ○ ８－２

４ １

女子複 上山　珠実 梅田　真由美 ○ ８－４ 田村　実里 泉水　玖瑠美

男子複 常盤　滋 小林　茂樹 ○ ８－６ 三国　修資 鈴木　淳弘

女子45才複 金子　和代 中島　英 ３－８ ○ 中島　律子 佐々木　昇子

男子45才複 向川　美智彦 佐藤　康夫 * 中島　究 渋谷　嘉一

男子55才複 福寿　庸 広野　泰一 ○ ８－２ 佐々木　昇 依田　通昭

女子単 ○ ８－１

男子単 *

３ ４

女子複 永峰　冴華 柳井　美里 ２－８ ○ 土屋　美帆 野本　洋子

男子複 柳井　翔太 佐川　知也 ７－９ ○ 森田　誠一郎 長田　直樹

女子45才複 橋本　優子 藤原　美智子 ６－８ ○ 井上　尚美 河村　直子

男子45才複 田中　博史 阪口　洋 ○ ８－５ 野本　剛志 安福　哲男

男子55才複 山下　修二 今井　博 ○ ８－６ 加藤　義明 中谷　龍夫

女子単 ○ ８－２

男子単 ５－８ ○

０ ７

女子複 角田　良美 大屋　江里子 ３－８ ○ 穂積　絵莉 上野　温美

男子複 成田　一平 高橋　洋昌 ４－８ ○ 竹村　大樹 岡本　拓

女子45才複 成田　清美 磯口　美紀 ３－８ ○ 原　葉子 田川　喜子

男子45才複 成田　正彦 清水　典明 ５－８ ○ 前田　太郎 及川　昭裕

男子55才複 芳賀　修 高橋　隆 ６－８ ○ 佐藤　純 三竹　博

女子単 ０－８ ○

男子単 ５－８ ○

①藤沢市 ④秦野市

吉野　あゆ美 降旗　有紗

ヘルナンデス　匠 荻野　真也

　

⑤川崎市 ⑦相模原市

上山　珠実 上田　沙季

小林　茂樹 木村　篤

　　　　*　勝敗決定のため打ち切り

⑨茅ケ崎市 ⑫鎌倉市

永峰　冴華 山崎　葉月

柳井　翔太 梶山　健太

⑭厚木市 ⑯平塚市

角田　良美 穂積　絵莉

高橋　洋昌 宮川　拓也

４月７日(土）　
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ＳＦ

４ ０

女子複 大山　弘子 竹原　心 ○ ８－４ 上山　珠実 梅田　真由美

男子複 大阿久　正太 ヘルナンデス　匠 ○ ８－２ 常盤　滋 小林　茂樹

女子45才複 ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香 ○ ８－４ 金子　和代 中島　英

男子45才複 藤原　慎一 岩見　亮 ○ ８－１ 向川　美智彦 佐藤　康夫

男子55才複 広瀬　稔 藤井　忠 * 福寿　庸 広野　泰一

女子単 *

男子単 *

３ ４

女子複 土屋　美帆 野本　洋子 ４－８ ○ 穂積　絵莉 鈴木　美希

男子複 森田　誠一郎 梶山　健太 ○ ８－３ 竹村　大樹 岡本　拓

女子45才複 井上　尚美 河村　直子 ○ ８－２ 原　葉子 田川　喜子

男子45才複 吉川　剛志 安福　哲男 ６－８ ○ 前田　太郎 加藤　全孝

男子55才複 加藤　義明 中谷　龍夫 ○ ８－２ 佐藤　純 三竹　博

女子単 ０－８ ○

男子単 ５－８ ○

Ｆ

１ ４

女子複 大山　弘子 竹原　心 １－８ ○ 穂積　絵莉 鈴木　美希

男子複 大阿久　正太 ヘルナンデス　匠 ６－８ ○ 宮川　拓也 岡本　拓

女子45才複 ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香 ○ ８－４ 原　葉子 田川　喜子

男子45才複 藤原　慎一 岩見　亮 ７－９ ○ 前田　太郎 加藤　全孝

男子55才複 広瀬　稔 藤井　忠 ７－９ ○ 佐藤　純 三竹　博

女子単 *

男子単 *

４月８日(日）　

①藤沢市 ⑤川崎市

吉野　あゆ美 上山　珠実

大阿久　正太 小林　茂樹

*　勝敗決定のため打ち切り

⑫鎌倉市 ⑯平塚市

山崎　葉月 穂積　絵莉

ヘルナンデス　匠 宮川　拓也

*　勝敗決定のため打ち切り

梶山　健太 宮川　拓也

①藤沢市 ⑯平塚市

吉野　あゆ美 穂積　絵莉


