
①鳥取県 ②岡山県 ③山口県 ④島根県 ⑤広島県
米子市 倉敷市 山口市 松江市 広島市

監　　督 小原　義人 泉水　長宣 福島　敏夫 細木　秀樹 山崎　実
マネージャー 森本　一義 　

玉木　裕平 竹下　和史 寺本　嵩史 板倉　良太朗 山﨑　義孝
平木　優成 福本　大貴 山本　雄大 永原　栄吾 松村　駿
谷口　淳也 北村　祐也 永原　賢造 伊藤　壮一郎
仲島　優衣 勝浦　由子 稲葉　あす果 平林　祐子 小林　瑞歩
麻木　美南 西崎　真心 倉橋  奈摘 藤原　圭子 宮地　李奈

武田　奈津穂 横田　七帆 西久保　絵里
新　一樹 泉水　長宣 神田　誠 細木　秀樹 中原　光生

森本　一義 坂本　純一 日野村　剛 徳永　幸治 林　智和
　

小原　義人 赤埴　秀吉 十楽　浩之 永原　学 山崎　実
逸見　佳弘 滝沢　清 伊藤　忠則 曽田　秀幸 中川　勝範

　
宮原　由起子 橘　留実子 杉本　和子 糸原　弘美 秋吉　緑
黒多　光代 八木　洋子 安倍　恵子 徳永　恵美 清水　由佳

合　　計 １２名 １１名 １１名 １２名 １２名

一般男子

第４３回全日本都市対抗中国予選　参加選手一覧

対　　　戦　　　結　　　果

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ

男子ﾍﾞﾃﾗﾝ
Ⅰ部

男子ﾍﾞﾃﾗﾝ
Ⅱ部

一般女子

米子市 倉敷市 山口市 松江市 広島市 完了試合 勝 敗 ポイント取得 順 位

米子市 0 ２－５ ２－５ １－６ １－６ ４ ０－４ 6 ５

倉敷市 ５－２ 0 ３－４ ３－４ １－６ ４ １－３ 12 ４

山口市 ５－２ ４－３ 0 ５－２ ５－２ ４ ４－０ 19 １

松江市 ６－１ ４－３ ２－５ 0 ３－４ ４ ２－２ 15 ３

広島市 ６－１ ６－１ ２－５ ４－３ 0 ４ ３－１ 18 ２



玉木　裕平 福本　大貴 寺本　嵩史 永原　栄吾
平木　優成 北村　祐也 山本　雄大 永原　賢造
仲島　優衣 勝浦　由子 稲葉　あす果 平林　祐子

武田　奈津穂 西崎　真心 倉橋  奈摘 藤原　圭子
新　一樹 泉水　長宣 神田　誠 細木　秀樹

森本　一義 坂本　純一 日野村　剛 徳永　幸治
小原　義人 赤埴　秀吉 十楽　浩之 永原　学
逸見　佳弘 滝沢　清 伊藤　忠則 曽田　秀幸

宮原　由起子 橘　留実子 杉本　和子 糸原　弘美
黒多　光代 八木　洋子 安倍　恵子 徳永　恵美

平木　優成 竹下　和史 寺本　嵩史 板倉　良太朗

武田　奈津穂 西崎　真心 倉橋  奈摘 横田　七帆

ポイント合計 ポイント合計

玉木　裕平 松村　駿 福本　大貴 寺本　嵩史
平木　優成 伊藤　壮一郎 北村　祐也 山本　雄大
仲島　優衣 小林　瑞歩 勝浦　由子 稲葉　あす果

武田　奈津穂 宮地　李奈 西崎　真心 倉橋  奈摘
新　一樹 中原　光生 泉水　長宣 神田　誠

森本　一義 林　智和 坂本　純一 日野村　剛
小原　義人 山崎　実 赤埴　秀吉 十楽　浩之
逸見　佳弘 中川　勝範 滝沢　清 伊藤　忠則

宮原　由起子 秋吉　緑 橘　留実子 杉本　和子
黒多　光代 清水　由佳 八木　洋子 安倍　恵子

玉木　裕平 山﨑　義孝 竹下　和史 寺本　嵩史

仲島　優衣 西久保　絵里 勝浦　由子 稲葉　あす果

ポイント合計 ポイント合計

永原　栄吾 松村　駿
永原　賢造 伊藤　壮一郎
平林　祐子 小林　瑞歩
藤原　圭子 宮地　李奈
細木　秀樹 中原　光生
徳永　幸治 林　智和
永原　学 山崎　実
曽田　秀幸 中川　勝範
糸原　弘美 秋吉　緑
徳永　恵美 清水　由佳

板倉　良太朗 山﨑　義孝

横田　七帆 小林　瑞歩

ポイント合計

詳　　　細　　　結　　　果（５月２５日）

３－４

一般男子・単 ９－８(7)

一般女子・単 ９－８(2)

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 ２－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ５－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ８－４

一般女子・複 ４－８

３　Ｒ 松江市
④ＶＳ⑤

広島市スコア

一般男子・複 ４－８

１－６ ３－４

一般女子・単 ５－８ １－８

一般男子・単 ０－８ ８－６

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 １－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ４－８

８－２

３－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ８－２

一般女子・複 ５－８ ０－８

８－５

山口市スコア スコア

一般男子・複 ８－９(7) ３－８

２　Ｒ 米子市
①ＶＳ⑤

広島市 倉敷市
②ＶＳ③

２－５ ５－２

一般女子・単 ８－４ ８－５

一般男子・単 ０－８ ８－５

２－８

８－２

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 ０－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ８－５

７－９

一般女子・複 ３－８ ８－１

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ５－８

松江市スコア スコア

一般男子・複 ４－８ ８－３

１　Ｒ 米子市
①ＶＳ②

倉敷市 山口市
③ＶＳ④



玉木　裕平 寺本　嵩史 福本　大貴 永原　栄吾
平木　優成 山本　雄大 北村　祐也 永原　賢造
仲島　優衣 稲葉　あす果 勝浦　由子 平林　祐子

武田　奈津穂 倉橋  奈摘 西崎　真心 藤原　圭子
新　一樹 神田　誠 泉水　長宣 細木　秀樹

森本　一義 日野村　剛 坂本　純一 徳永　幸治
小原　義人 十楽　浩之 赤埴　秀吉 永原　学
逸見　佳弘 伊藤　忠則 滝沢　清 曽田　秀幸

宮原　由起子 杉本　和子 橘　留実子 糸原　弘美
黒多　光代 安倍　恵子 八木　洋子 徳永　恵美

平木　優成 山本　雄大 竹下　和史 板倉　良太朗

仲島　優衣 倉橋  奈摘 西崎　真心 横田　七帆

ポイント合計 ポイント合計

玉木　裕平 永原　栄吾 福本　大貴 松村　駿
平木　優成 永原　賢造 北村　祐也 伊藤　壮一郎
仲島　優衣 平林　祐子 勝浦　由子 小林　瑞歩

武田　奈津穂 横田　七帆 西崎　真心 宮地　李奈
新　一樹 細木　秀樹 泉水　長宣 中原　光生

森本　一義 徳永　幸治 坂本　純一 林　智和
小原　義人 永原　学 赤埴　秀吉 山崎　実
逸見　佳弘 曽田　秀幸 滝沢　清 中川　勝範

宮原　由起子 糸原　弘美 橘　留実子 秋吉　緑
黒多　光代 徳永　恵美 八木　洋子 清水　由佳

玉木　裕平 板倉　良太朗 福本　大貴 山﨑　義孝

武田　奈津穂 横田　七帆 勝浦　由子 小林　瑞歩

ポイント合計 ポイント合計

寺本　嵩史 松村　駿
山本　雄大 伊藤　壮一郎
稲葉　あす果 小林　瑞歩
倉橋  奈摘 宮地　李奈
神田　誠 中原　光生

日野村　剛 林　智和
十楽　浩之 山崎　実
伊藤　忠則 中川　勝範
杉本　和子 秋吉　緑
安倍　恵子 清水　由佳

寺本　嵩史 山﨑　義孝

稲葉　あす果 小林　瑞歩

ポイント合計

詳　　　細　　　結　　　果（５月２６日）

５－２

一般男子・単 ４－８

一般女子・単 ８－６

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 ２－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ８－５

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ８－５

一般女子・複 ８－２

６　Ｒ 山口市
③ＶＳ⑤

広島市スコア

一般男子・複 ８－４

１－６ １－６

一般女子・単 ０－８ １－８

一般男子・単 ３－８ １－８

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 １－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ６－８

３－８

１－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ８－０

一般女子・複 ３－８ １－８

８－４

広島市スコア スコア

一般男子・複 ２－８ ６－８

５　Ｒ 米子市
①ＶＳ④

松江市 倉敷市
②ＶＳ⑤

２－５ ３－４

一般女子・単 ２－８ ０－８

一般男子・単 ２－８ ８－３

８－４

４－８

女子ﾍﾞﾃﾗﾝ・複 ５－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅡ部・複 ８－５

８－４

１－８

男子ﾍﾞﾃﾗﾝⅠ部・複 ８－０

一般女子・複 ０－８

４－８

倉敷市
②ＶＳ④

松江市スコア スコア

一般男子・複 ２－８

４　Ｒ 米子市
①ＶＳ③

山口市
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