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女子複 柳沼　未央 藤原　ちひろ ○ 8-1 眞喜志　悠乃 石塚　実咲
男子複 中村　航太 清水　彰人 5-8 ○ 成田　直史 綾部 　聖 

女子45歳複 萩生田亜友美 佐々木　昇子 5-8 ○ 佐藤　真紀子 石川　かおり

男子45歳複 山内 　卓 伊藤　健一 ○ 8-2 直井　真吾 山本 　洋 

男子55歳複 向井 　創 福本 　哲 6-8 ○ 佐藤　広三 小島　輝彦

女子単 ○ 8-5

男子単 ○ 8-4

4 3

女子複  林 　夏摘 岩田　麗世 ○ 8-2 鈴木　未来 岡野　智矢子

男子複 竹村　大樹 綿貫　友哉 7-9 ○ 永田　和輝 小笠原　景介

女子45歳複 山田　さちよ 大井　麻紀子 1-8 ○ 菱山　富美枝 横松　布美枝

男子45歳複 大井　圭一 岡本　賢太 ○ 8-6 會田　拓史 弓狩　基昭

男子55歳複 前田　太郎 加藤　全孝 ○ 8-2 鈴木 　昇 遠藤 　隆 

女子単 ○ 8-5

男子単 0-8 ○

1 6

女子複 市田　優子 左海　友美 1-8 ○ 山口　桃子 谷垣 　凛 

男子複 竹内 　亮 金澤 　純 1-8 ○ 田島　大輝 佐藤　圭一

女子45歳複 中田　千織 齋藤　智美 8(2)-9 ○ 太田　菜穂 小林　美幸

男子45歳複 原田　光治 山之内　篤史 5-8 ○ 松井　博道 塚田 　誠 

男子55歳複 尾崎　憲吾 塩崎 　香 ○ 8-4 高崎　増次 藤沢　由紀夫

女子単 7-9 ○

男子単 1-8 ○
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女子複 中村　凪穂  保 　美優 ○ 8-6 渡邊　芙美 森　奈菜美

男子複 秋山　直輝 成田　翔真 7-9 ○ 竹内　健人 倉部 　涼 

女子45歳複 吉田　知香 柳下　千夏 ○ 8-6 神部　敦子 森川　こずえ

男子45歳複 牛久保　隆史 老松　宣裕 5-8 ○ 安部　隆司 神部　義幸

男子55歳複 北林　博人 川端　政幸 6-8 ○ 勝俣　正信 高橋　和哉

女子単 ○ 8-2

男子単 ○ 8-5
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女子複 門口　めぐみ 井上　園子 1-8 ○ 平野　聡美 竹内　梨央

男子複 藤田　将平 神谷　隆史 1-8 ○ 高橋　栄吉 竹内　悠大

女子45歳複 中川　みどり 若山 　岬 1-8 ○ 土屋　美帆 山内　紀子

男子45歳複 中山 　弘 大友　康弘 6-8 ○ 森田　誠一郎 赤松 　理 

男子55歳複 山田　幸輝 折井 　進 4-8 ○ 吉川　剛志 吉村　直高

女子単 7-9 ○

男子単 4-8 ○
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女子複 元山　未優 伊藤 　凛 ○ 8-1 剱物　若菜 森　ひかり

男子複 遠藤　出帆 上村　海翔 ○ 8-6 平井　健太郎 青木　一晟

女子45歳複 柳井　啓子 玉井　英美 ○ 8-5 杉崎　弥生 山本　紋子

男子45歳複 高橋　正樹 畠山　大輔 2-8 ○ 鶴見　洋平 岡里　広美

男子55歳複 松井　仁司 三田 　恵 3-8 ○ 宍戸 　浩 佐藤　博義

女子単 ○ 8-6

男子単 ○ 8-5

0 7

女子複 小磯　由貴 井根 　渚 2-8 ○ 大河原彩楽沙 サッバ奈優茉

男子複 小沢　歩 高浜　裕紀 0-8 ○ 斎藤 　成 田中　佑

女子45歳複 東條　宏枝 山川　美和 4-8 ○ 塚本　ひとみ 吉川　真理

男子45歳複 宇賀神　浩祐 沖川 　平 2-8 ○ 岡田 　要 小口　善寛

男子55歳複 加藤　勝典 馬賀　信二 4-8 ○ 藤原　慎一. 野本　剛士

女子単 2-8 ○

男子単 2-8 ○

４月2日(土）　

3．相模原市 4．秦野市

柳沼　未央 眞喜志　悠乃

行徳　陽介 笹元　紀吾

7．寒川町 8．逗子市

5．平塚市 6．座間市

大川　美佐 早瀬　日菜乃

後藤　雅樹 永田　和輝

左海　友美 千葉　あさひ

竹内 　亮 田島　大輝

9．厚木市 10．小田原市

中村　凪穂 渡邊　芙美

藤原 　快 竹内　健人

11．大和市 12．鎌倉市

三神　麻奈未 平野　聡美

神谷　隆史 高橋　栄吉

13．伊勢原市 14．横須賀市

古藤　杏梨 剱物　若菜

川上　舜世 魚住 　涼 

15．三浦市 16．藤沢市

井根 　渚 大河原彩楽沙

小沢　歩 田中　佑
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女子複 髙橋　玲奈 原口　沙絵 ○ 8-0 柳沼　未央 藤原　ちひろ

男子複 喜多　元明 小林　雅哉 ○ 8-2 中村　航太 清水　彰人

女子45歳複 梅田　真由美 松尾　あゆみ ○ 8-3 萩生田亜友美 佐々木　昇子

男子45歳複 岡崎　崇徳 長田　直樹 ○ 8-2 山内 　卓 伊藤　健一

男子55歳複 臼井　武士 高塚　浩文 ○ 8-3 向井 　創 福本 　哲 

女子単 ○ 8-0

男子単 ○ 8-6

4 1

女子複  林 　夏摘 岩田　麗世 ○ 8-5 山口　桃子 谷垣 　凛 

男子複 竹村　大樹 綿貫　友哉 ○ 8-4 田島　大輝 佐藤　圭一

女子45歳複 山田　さちよ  原 　葉子 3-8 ○ 太田　菜穂 小林　美幸

男子45歳複 大井　圭一 井上　和幸 7-8* 松井　博道 塚田 　誠 

男子55歳複 前田　太郎  原 　俊清 ○ 8-1 高崎　増次 藤沢　由紀夫

女子単 ○ 8-1

男子単 3-2*

0 4

女子複 中村　凪穂  保 　美優 3-8 ○ 平野　聡美 竹内　梨央

男子複 秋山　直輝 成田　翔真 7-9 ○ 高橋　栄吉 竹内　悠大

女子45歳複 吉田　知香 柳下　千夏 4-8 ○ 土屋　美帆 山内　紀子

男子45歳複 牛久保　隆史 老松　宣裕 6-7* 森田　誠一郎 赤松 　理 

男子55歳複 北林　博人 川端　政幸 3-8 ○ 吉川　剛志 吉村　直高

女子単 3-2*

男子単 *

0 4

女子複 古藤　杏梨 伊藤 　凛 3-8 ○ 大河原彩楽沙 サッバ奈優茉

男子複 遠藤　出帆 上村　海翔 3-8 ○ 斎藤 　成 田中　佑

女子45歳複 柳井　啓子 石井　亜貴 1-8 ○ 塚本　ひとみ 吉川　真理

男子45歳複 高橋　正樹 畠山　大輔 2-7* 岡田 　要 小口　善寛

男子55歳複 松井　仁司 三田 　恵 3-8 ○ 藤原　慎一. 野本　剛士

女子単 1-1*

男子単

5．平塚市 8．逗子市

大川　美佐 千葉　あさひ

後藤　雅樹 田島　大輝

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

原口　沙絵

1．横浜市 3．相模原市

藤原　ちひろ

小林　雅哉 行徳　陽介

元山　未優 大河原彩楽沙

川上　舜世 田中　佑

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

9．厚木市 12．鎌倉市

中村　凪穂 竹内　梨央

藤原 　快 竹内　悠大

　　　　＊　勝敗決定のため打ち切り

13．伊勢原市 16．藤沢市


