
第４３回都市対抗神奈川県予選スコア

1R

２ ５

女子複 初沢　真央 光山　有沙 3-8 〇 柳沼　未央 澤田　久美子

男子複 伊藤　荘樹 成田　直史 1-8 〇 岡嶋　巧 岡嶋　惇

女子45歳複 佐藤　眞紀子 石川　かおり 〇 8-4 佐々木　昇子 萩生田　亜由美

男子45歳複 松元　洋 佐藤　広三 1-8 〇 山内　卓 横山　督

男子55歳複 伊藤　隆弘 内川　素良 (1)8-9 〇 向井　創 福本　哲

女子単 7-9 〇

男子単 〇 8-5

2R

５ ２

女子複 水沼　茉子 入江　真子 ○ 8-1 柳沼　未央 澤田　久美子

男子複 喜多　文明 只木　信彰 ○ 8-6 岡嶋　巧 岡嶋　惇

女子45歳複 梅田　真由美 松尾　あゆみ ○ 8-0 佐々木　昇子 萩生田　亜由美

男子45歳複 玉那覇　太 富田　暁 1-8 ○ 山内　卓 横山　督

男子55歳複 清板　伸一郎 山下　修二 6-8 ○ 向井　創 福本　哲

女子単 ○ 8-0
男子単 ○ 8-3

３ ４

女子複 金澤　あすみ 山口　みやび 〇 8-5 魚住　欄 牛島　美咲

男子複 吉田　司 藤原　大生 6-8 〇 魚住　涼 村上　淳一

女子45歳複 齋藤　由里子 伊達　佳代子 4-8 〇 宇多　美樹子 三富　敏子

男子45歳複 高橋　茂雄 赤松　理 2-8 〇 新倉　学 佐藤　仁則

男子55歳複 鈴木　孝 小野里　純彦 4-8 〇 川島　靖司 檜山　敏浩

女子単 〇 8-2
男子単 〇 8-1

７ ０

女子複 真野　玲音 力石　優衣 〇 8-2 横松　布美枝 菱山　富美枝

男子複 加藤　大地 高橋　和宏 〇 8-3 和田　尚樹 和田　侑樹

女子45歳複 ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香 〇 8-4 吉田　知香 柳下　千夏

男子45歳複 星野　由行 岡田　要 〇 8-2 北林　博人 川端　政幸

男子55歳複 藤原　慎一 岩見　亮 〇 8-1 大野　建二 門田　隆

女子単 〇 8-1
男子単 〇 8-0

１ ６

女子複 橋本　あずさ 中村　沙織 2-8 〇 中田　梨絵子 山口　桃子

男子複 荒井　弘好 畠山　俊克 〇 8-5 林　啓介 菊池　隆美

女子45歳複 井上　美恵 石井　満穂 1-8 〇 小林　美幸 土谷　智子

男子45歳複 原田　光治 塩崎　香 5-8 〇 佐藤　圭一 松井　博道

男子55歳複 小林　国昭 吉鶴　彰男 5-8 〇 高崎　増次 藤沢　由紀夫

女子単 1-8 〇

男子単 3-8 〇

１ ６

女子複 安藤　みゆき 山藤　彩香 4-8 〇 吉川　ひかる 平野　聡美

男子複 野村　雄登 西方　裕喜 2-8 〇 長田　直樹 高橋　栄吉

女子45歳複 鳥谷部　薫 中田　千織 〇 8-6 野本　洋子 茂呂　裕子

男子45歳複 長尾　啓史 江原　光二 3-8 〇 吉川　剛志 森田　誠一郎

男子55歳複 渡辺　正宏 亀山　孝雄 5-8 〇 安福　哲男 藤田　賢司

女子単 5-8 〇

男子単 6-8 〇

３ ４

女子複 長谷川　莉緒 山本　弥輝 7-9 〇 江口　琴音 河本　鈴香

男子複 森　智広 神部　義幸 4-8 〇 勝島　陽希 内倉　鉄平

女子45歳複 深津　祐美子 森川　こずえ 〇 8-3 山田　さちよ 原　葉子

男子45歳複 安部　隆司 遠藤　幸司 〇 9-8(0) 前田　太郎 岡本　賢太

男子55歳複 所　真人 斉藤　正典 1-8 〇 加藤　全孝 長谷部　博

女子単 〇 9-7
男子単 3-8 〇

２．秦野市 ３．相模原市

初沢　真央 柳沼　未央

笹元　紀吾 岡嶋　惇

６．藤沢市 ７．厚木市

４．伊勢原市 ５．横須賀市

金澤　あすみ 魚住　欄

高島　嶺 佐藤　太耀

１．横浜市 ３．相模原市

小林　美早紀 柳沼　未央

喜多　元明 岡嶋　惇

毛塚　智瑛 櫻田　瞳

萩野　颯太 川口　泰明

８．海老名市 ９．逗子市

橋本　あずさ 中田　梨絵子

漆原　忠則 林　啓介

１０．寒川町 １１．鎌倉市

山藤　彩香 吉川　ひかる

藤原　奨 高橋　栄吉

１２．小田原市 １３．平塚市

米山　侑里 大川　美佐

竹内　健人 勝島　陽希



第４３回都市対抗神奈川県予選スコア

０ ７

女子複 中川　志乃 井根　渚 2-8 〇 川畑　このみ 原田　咲

男子複 小磯　尚義 沖川　平 6-8 〇 石井　晃 菊池　至

女子45歳複 東條　宏枝 山川　美和 3-8 〇 佐々木　美香 渥美　美和子

男子45歳複 宇賀神　浩祐 小沢　真 5-8 〇 青山　昇 鬼原　賢

男子55歳複 泉　善男 加藤　勝典 (4)8-9 〇 笠間　信一郎 関　充

女子単 3-8 〇

男子単 3-8 〇

１ ６

女子複 山本　莉楽 古藤　杏梨 1-8 〇 幸田　あずみ 副島　こころ

男子複 吉澤　悠吾 後藤　昌 2-8 〇 北岡　志之　 賀川　稜太

女子45歳複 井野　由佳子 清家　麻理子 2-8 〇 新美　友紀 綱川　真弓

男子45歳複 弓狩　基昭 野口　剛 5-8 〇 木村　篤 伊坂　浩二郎

男子55歳複 福山　隆 瀧本　幸文 2-8 〇 奥山　誠二 片山　隆一

女子単 〇 8-5
男子単 1-8 〇

QF

４ ０

女子複 水沼　茉子 入江　真子 〇 8-1 魚住　欄 牛島　美咲

男子複 喜多　文明 只木　信彰 〇 8-3 魚住　涼 村上　淳一

女子45歳複 梅田　真由美 松尾　あゆみ 〇 8-3 宇多　美樹子 三富　敏子

男子45歳複 玉那覇　太 富田　暁 〇 8-4 新倉　学 佐藤　仁則

男子55歳複 清板　伸一郎 山下　修二 4-5* 川島　靖司 檜山　敏浩

女子単 1-4*
男子単 1-2*

４ ０

女子複 毛塚　智瑛 力石　優衣 〇 8-3 中田　梨絵子 山口　桃子

男子複 加藤　大地 高橋　和宏 〇 8-1 林　啓介 菊池　隆美

女子45歳複 ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香 〇 8-1 小林　美幸 土谷　智子

男子45歳複 星野　由行 岡田　要 6-3* 佐藤　圭一 松井　博道

男子55歳複 藤原　慎一 岩見　亮 〇 8-0 高崎　増次 藤沢　由紀夫

女子単 *
男子単 *

４ ２

女子複 吉川　ひかる 平野　聡美 〇 8-4 江口　琴音 河本　鈴香

男子複 長田　直樹 高橋　栄吉 〇 8-4 勝島　陽希 内倉　鉄平

女子45歳複 野本　洋子 松岡　恵 〇 8-5 山田　さちよ 原　葉子

男子45歳複 吉川　剛志 森田　誠一郎 〇 8-6 前田　太郎 岡本　賢太

男子55歳複 安福　哲男 藤田　賢司 4-8 ○ 加藤　全孝 長谷部　博

女子単 4-5*
男子単 2-8 ○

２ ４

女子複 川畑　このみ 原田　咲 ○ 8-5 幸田　あずみ 副島　こころ

男子複 石井　晃 菊池　至 (4)8-9 〇 北岡　志之　 賀川　稜太

女子45歳複 佐々木　美香 渥美　美和子 ○ 8-6 新美　友紀 綱川　真弓

男子45歳複 青山　昇 伊藤　淳 5-8 〇 木村　篤 伊坂　浩二郎

男子55歳複 笠間　信一郎 関　充 2-8 〇 奥山　誠二 片山　隆一

女子単 6-3*
男子単 5-8 〇

１６．大和市 １７．川崎市

林　夏鈴

後藤　昌 賀川　稜太

勝島　陽希

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１５．茅ヶ崎市 １７．川崎市

永井　愛梨奈 林　夏鈴

１．横浜市 ５．横須賀市

小林　美早紀 魚住　欄

喜多　元明 佐藤　太耀

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

古藤　杏梨

１４．三浦市 １５．茅ヶ崎市

横山　由貴 永井　愛梨奈

津田　裕一朗 石井　晃

６．藤沢市

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

９．逗子市

力石　優衣 中田　梨絵子

菊池　至

萩野　颯太 林　啓介

賀川　稜太

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１１．鎌倉市 １３．平塚市

平野　聡美 大川　美佐

高橋　栄吉


