
第４１回都市対抗神奈川県予選スコア

1R

６ １

女子複 米山　侑里 平田　芽生 （７）８－９ ○ 大澤　真琳 宇野　真彩

男子複 森　智広 藤江　塁吏 ○ ８－６ 山本　健人 川角　武史

女子45歳複 片野　美穂香 齋藤　智美 ○ ８－３ 川島　美保子 田中　文江

男子45歳複 大沢　健 井上　和幸 ○ ９－８（８） 原田　光治 塩崎　香

男子55歳複 藤村　律義 剱持　孝治 ○ ８－３ 角田　高春 入澤　博之

女子単 ○ ８－１

男子単 ○ ８－２

２R

６ ０

女子複 水沼　茉子 本郷　未生 ○ ８－４ 米山　侑里 平田　芽生

男子複 喜多　文明 只木　伸彰 ○ ８－４ 森　智広 藤江　塁吏

女子45歳複 鈴木　裕美子 窪田　美紀 ○ ９－７ 片野　美穂香 齋藤　智美

男子45歳複 中嶋　俊一 玉那覇　太 ○ ８－１ 大沢　健 井上　和幸

男子55歳複 清板　伸一郎 橋爪　宏幸 ○ ８－２ 藤村　律義 剱持　孝治

女子単 ＊

男子単 ○ ８－３

２ ５

女子複 初沢　真央 高西　玲奈 ６－８ ○ 毛塚　智瑛 染谷　優衣

男子複 廣瀬　暁己 綿貫　友哉 ○ ８－４ 岸　翔 渡辺　敦也

女子45歳複 佐藤　眞紀子 高西　美幸 ４－８ ○ 渥美　美和子 伊藤　朋美

男子45歳複 佐藤　広三 福田　俊一 ２－８ ○ 田中　博志 伊藤　淳

男子55歳複 伊藤　隆弘 降旗　淳 ５－８ ○ 笠間　信一郎 鈴木　安隆

女子単 ３－８ ○

男子単 ○ ８－６

５ ２

女子複 鈴木　葵 太田　香純 ○ ８－０ 嵩　千夏 亀井　真由美

男子複 若山　裕貴 種市　竜也 ○ ８－２ 雅楽川　草太 河野　鉱士

女子45歳複 大野　夏女 渡辺　みゆき ６－８ ○ 會津　千波 中田　千織

男子45歳複 高橋　茂雄 猪崎　淳 ○ ８－３ 長尾　啓史 吉岡　誠司

男子55歳複 鈴木　孝 磯部　和宏 ４－８ ○ 渡辺　正宏 亀山　孝雄

女子単 ○ ８－１

男子単 ○ ８－１

１ ６

女子複 三輪　彩子 菱山　富美枝 ７－９ ○ 永瀬　真衣 吉川　ひかる

男子複 池田　孝郎 服部　悠吾 ２－８ ○ 森田　誠一郎 高橋　和宏

女子45歳複 井野　由佳子 井口　重美 ２－８ ○ 野本　洋子 役川　朋代

男子45歳複 池上　豊幸 尾形　知章 ３－８ ○ 赤松　理 吉川　剛志

男子55歳複 長田　誠 瀧本　幸文 １－８ ○ 安福　哲男 野本　剛志

女子単 ○ ９－８（３）

男子単 ５－８ ○

４ ３

女子複 新井　未来 橋詰　恵美 ○ ８－３ 山田　梨央 渡部　貴恵

男子複 横尾　淳司 大内　亮宏 ○ ９－８（３） 小林　博昭 佐藤　明

女子45歳複 二瓶　真紀子 萩野　一枝 ６－８ ○ 米山　和子 金指　歩

男子45歳複 田中　雄一 菅沼　憲人 ５－８ ○ 川端　政幸 北林　博人

男子55歳複 川島　靖司 檜山　敏浩 ２－８ ○ 大野　建二 門田　隆

女子単 ○ ８－２

男子単 ○ ８－０

０ ７

女子複 石井　玲子 宮　亜美 １－８ ○ 高橋　未来 林　夏鈴

男子複 津田　裕一朗 清田　光 １－８ ○ 永田　和輝 峰岸　晃希

女子45歳複 小泉　菊代 有賀　忍 ０－８ ○ 綱川　真弓 橋本　真澄

男子45歳複 馬賀　信二 小沢　真 １－８ ○ 木村　篤 伊坂　浩二郎

男子55歳複 泉　善男 加藤　勝典 １－８ ○ 奥山　誠二 片山　隆一

女子単 ０－８ ○

男子単 ３－８ ○

賀川　稜太 荒井　博好

１２．三浦市 １３．川崎市

魚住　蘭 林　夏鈴

魚住　涼 永田　和輝

８．大和市 ９．鎌倉市

松本　育実 永瀬　真衣

服部　悠吾 長田　直樹

１０．横須賀市 １１．厚木市

橋詰　恵美 佐布　利江

初沢　真央 鈴木　舞

綿貫　友哉 千葉　新也

６．伊勢原市 ７．寒川町

太田　香純 嵩　千夏

佐藤　光希 河野　鉱士

４月８日(土）　

２．小田原市 ３．海老名市

米山　侑里 大澤　真琳

竹内　健人 川角　武史

４．秦野市 ５、茅ヶ崎市

１．横浜市 ２．小田原市

水沼　茉子 米山　侑里

喜多　元明 竹内　健人

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り
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６ １

女子複 金山　希以 江口　琴音 ○ ８－４ 早坂　惠 柳沼　未央

男子複 木野　翔 伊東　和輝 ○ ８－１ 高島　一輝 笠井　亮佑

女子45歳複 原　葉子 田川　喜子 ○ ８－２ 萩生田　亜由美 佐々木　昇子

男子45歳複 前田　太郎 加藤　全孝 ○ ８－６ 山内　卓 伊藤　健一

男子55歳複 原　俊清 平井　浩 ○ ８－２ 飯泉　昌幸 羽田　圭介

女子単 ３－８ ○

男子単 ○ ８－３

０ ７

女子複 富田　梨絵子 山口　桃子 ３－８ ○ 髙橋　里佳 熊倉　愛未

男子複 肥後橋　龍ノ介 佐藤　圭一 ２－８ ○ ヘルナンデス　亨 浪瀬　聡太

女子45歳複 小林　美幸 山村　恵子 １－８ ○ ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香

男子45歳複 金子　憲史 松井　博道 ３－８ ○ 薬師寺　一彦 石﨑　雅和

男子55歳複 高崎　増次 藤沢　由紀夫 １－８ ○ 藤原　慎一 岩見　亮

女子単 １－８ ○

男子単 ３－８ ○

QR

５ ０

女子複 水沼　茉子 本郷　未生 ○ ８－６ 毛塚　智瑛 染谷　優衣

男子複 喜多　文明 只木　伸彰 ○ ８－２ 岸　翔 渡辺　敦也

女子45歳複 鈴木　裕美子 窪田　美紀 ○ ８－５ 渥美　美和子 伊藤　朋美

男子45歳複 中嶋　俊一 玉那覇　太 ○ ８－３ 田中　博志 伊藤　淳

男子55歳複 清板　伸一郎 橋爪　宏幸 ○ ８－３ 笠間　信一郎 鈴木　安隆

女子単 ＊

男子単 ＊

４ ３

女子複 鈴木　葵 太田　香純 ○ ８－３ 永瀬　真衣 吉川　ひかる

男子複 若山　裕貴 種市　竜也 ○ ８－２ 森田　誠一郎 高橋　和宏

女子45歳複 大野　夏女 渡辺　みゆき １－８ ○ 河村　直子 役川　朋代

男子45歳複 高橋　茂雄 猪崎　淳 ４－８ ○ 吉村　直高 吉川　剛志

男子55歳複 鈴木　孝 磯部　和宏 ４－８ ○ 藤田　賢司 野本　剛志

女子単 ○ ８－２

男子単 ○ ８－３

２ ５

女子複 新井　未来 橋詰　恵美 １－８ ○ 高橋　未来 林　夏鈴

男子複 賀川　稜太 横尾　淳司 ○ ９－８（７） 永田　和輝 峰岸　晃希

女子45歳複 二瓶　真紀子 萩野　一枝 ７－９ ○ 綱川　真弓 橋本　真澄

男子45歳複 田中　雄一 菅沼　憲人 ２－８ ○ 木村　篤 伊坂　浩二郎

男子55歳複 川島　靖司 檜山　敏浩 ０－８ ○ 奥山　誠二 片山　隆一

女子単 ○ ５－６RET

男子単 ６－８ ○

１ ５

女子複 金山　希以 江口　琴音 ６－８ ○ 髙橋　里佳 熊倉　愛未

男子複 木野　翔 伊東　和輝 ○ ８－２ ヘルナンデス　亨 徳本　翔

女子45歳複 原　葉子 田川　喜子 ６－８ ○ ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香

男子45歳複 前田　太郎 加藤　全孝 （５）８－９ ○ 薬師寺　一彦 石﨑　雅和

男子55歳複 原　俊清 平井　浩 ２－８ ○ 藤原　慎一 岩見　亮

女子単 ２－８ ○

男子単 ５－２＊

肥後橋　龍ノ介 ヘルナンデス　亨

伊東　和輝

６．伊勢原市

１７．藤沢市

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１４．平塚市 １７．藤沢市

長谷川　莉緒 髙橋　里佳

９．鎌倉市

太田　香純 吉川　ひかる

佐藤　光希 長田　直樹

ヘルナンデス　亨

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１０．横須賀市 １３．川崎市

新井　未来 林　夏鈴

横尾　淳司 永田　和輝

１．横浜市 ５、茅ヶ崎市

水沼　茉子 鈴木　舞

喜多　元明 千葉　新也

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

長谷川　莉緒

富田　梨絵子 髙橋　里佳

１４．平塚市 １５．相模原市

柳沼　未央

伊東　和輝 高島　一輝

１６．逗子市
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SＦ

４ ０

女子複 水沼　茉子 本郷　未生 ○ ８－３ 鈴木　葵 太田　香純

男子複 喜多　文明 只木　伸彰 ○ ８－６ 若山　裕貴 種市　竜也

女子45歳複 鈴木　裕美子 窪田　美紀 ○ ８－３ 大野　夏女 渡辺　みゆき

男子45歳複 中嶋　俊一 玉那覇　太 ○ ８－３ 高橋　茂雄 猪崎　淳

男子55歳複 清板　伸一郎 橋爪　宏幸 ６－１＊ 鈴木　孝 磯部　和宏

女子単 ＊

男子単 ＊

４ ２

女子複 高橋　未来 林　夏鈴 ○ ８－２ 髙橋　里佳 熊倉　愛未

男子複 永田　和輝 峰岸　晃希 ○ ８－５ ヘルナンデス　亨 浪瀬　聡太

女子45歳複 綱川　真弓 橋本　真澄 ６－８ ○ ヘルナンデス　薫 佐藤　芳香

男子45歳複 木村　篤 伊坂　浩二郎 ○ ８－１ 薬師寺　一彦 石﨑　雅和

男子55歳複 奥山　誠二 片山　隆一 ３－８ ○ 藤原　慎一 岩見　亮

女子単 ○ ８－２

男子単 ２－３＊

Ｆ

４ １

女子複 水沼　茉子 入江　真子 ５－８ ○ 高橋　未来 林　夏鈴

男子複 喜多　文明 只木　伸彰 ○ ８－１ 永田　和輝 峰岸　晃希

女子45歳複 鈴木　裕美子 窪田　美紀 ○ ８－４ 綱川　真弓 橋本　真澄

男子45歳複 中嶋　俊一 玉那覇　太 ○ ８－６ 木村　篤 伊坂　浩二郎

男子55歳複 清板　伸一郎 橋爪　宏幸 ７－６* 奥山　誠二 片山　隆一

女子単 ３－７*

男子単 ○ ８－４喜多　元明 永田　和輝

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１．横浜市 １３．川崎市

本郷　未生 高橋　未来

１７．藤沢市

高橋　未来 髙橋　里佳

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

永田　和輝 浪瀬　聡太

喜多　元明 佐藤　光希

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

１３．川崎市

４月９日(日）　

１．横浜市 ６．伊勢原市

水沼　茉子 太田　香純


