
令和4年5月15日　高松杯

No 氏名 No 氏名 No 氏名 No 氏名

1 臼井　幹裕 1 足立　英直 1 森　明仁 1 行本　達夫

2 脇田　芳徳 2 高谷　繁雄 2 佐藤　明夫 2 石黒　隆雄

3 長尾　修二 3 寺内　寿雄 3 山田　敏一 3 嶌田　準一

4 寺本　博 4 仲谷　哲郎 4 伊藤　良信 4 吉川　修司

5 近藤　宏 5 鳥居　絃人 5 早川　康平 5 小川　弘之

6 平松　伸福 6 後藤　俊次 6 中田　朝之 6 加藤　昭悟

No 氏名 No 氏名 No 氏名 No 氏名

1 井手　知恵子 1 横田　誓子 1 山田　幸代 1 小栗　八千代

2 渕下　はるみ 2 坂井　恵美 2 吉川　ユウコ 2 鬼頭　孝子

3 川辺　恵美子 3 竹内　かづゑ 3 櫻井　裕子 3 宇佐美　覚子

4 太田　初 4 松崎　明子 4 4

赤　組 黄　組 青　組 緑　組



赤 黄 青 緑 勝数 得失
点差 順位

赤 3-2 3-2 1-4 2-1
7-8
（-1）

3

黄 2-3 2-3 1-4 0-3 4

青 2-3 3-2 3-2 2-1
8-7
（1）

2

緑 4-1 4-1 2-3 2-1
10-5
（5）

1

☆順位の決め方

赤×黄　青×緑　赤×青　黄×緑　黄×青　赤×緑 1.勝敗

2.得失点差

3.直接対決結果

4.ジャンケン

グループ対抗　結果



１　回戦

スコア

男子D① 臼井　幹裕 脇田　芳徳 0-6 高谷　繁雄 寺内　寿雄

男子D② 平松　伸福 近藤　宏 6-3 仲谷　哲郎 鳥居　絃人

女子D① 渕下　はるみ 太田　初 6-1 横田　誓子 坂井　恵美

MIX① 井手　知恵子 寺本　博 6-3 足立　英直 松崎　明子

MIX② 川辺　恵美子 長尾　修二 2-6 後藤　俊次 竹内　かづゑ

3 - 2

赤　組 黄　組



１　回戦

スコア

男子D① 佐藤　明夫 早川　康平 6-2 石黒　隆雄 小川　弘之

男子D② 伊藤　良信 中田　朝之 3-6 嶌田　準一 吉川　修司

女子D① 吉川　ユウコ 櫻井　裕子 6-3 小栗　八千代 鬼頭　孝子

MIX① 森　明仁 山田　幸代 6-1 行本　達夫 小栗　八千代

MIX② 山田　敏一 吉川　ユウコ 0-6 加藤　昭梧 宇佐美　覚子

3 - 2

青　組 緑　組



２　回戦

スコア

男子D① 臼井　幹裕 長尾　修二 1-6 佐藤　明夫 伊藤　良信

男子D② 平松　伸福 寺本　博 6-4 森　明仁 山田　敏一

女子D① 井手　知恵子 川辺　恵美子 3-6 吉川　ユウコ 山田　幸代

MIX① 太田　初 近藤　宏 6-4 中田　朝之 櫻井　裕子

MIX② 渕下　はるみ 脇田　芳徳 6-2 早川　康平 山田　幸代

3 - 2

赤　組 青　組



２　回戦

スコア

男子D① 仲谷　哲郎 足立　英直 1-6 吉川　修司 行本　達夫

男子D② 後藤　俊次 鳥居　絃人 0-6 石黒　隆雄 嶌田　準一

女子D① 松崎　明子 竹内　かづゑ 2-6 宇佐美　覚子 小栗　八千代

MIX① 高谷　繁雄 坂井　恵美 3-6 小川　弘之 鬼頭　孝子

MIX② 寺内　寿雄 横田　誓子 6-3 吉川　修司 宇佐美　覚子

1 - 4

黄　組 緑　組



３　回戦

スコア

男子D① 寺内　寿雄 足立　英直 6-1 森　明仁 早川　康平

男子D② 鳥居　絃人 仲谷　哲郎 1-6 佐藤　明夫 山田　敏一

女子D① 竹内　かづゑ 松崎　明子 3-6 吉川　ユウコ 櫻井　裕子

MIX① 坂井　恵美 後藤　俊次 0-6 佐藤　明夫 櫻井　裕子

MIX② 横田　誓子 高谷　繁雄 6-1 伊藤　良信 山田　幸代

2 - 3

黄　組 青　組



３　回戦

スコア

男子D① 臼井　幹裕 長尾　修二 1-6 小川　弘之 行本　達夫

男子D② 近藤　宏 平松　伸福 1-6 吉川　修司 石黒　隆雄

女子D① 川辺　恵美子 井手　知恵子 1-6 宇佐美　覚子 鬼頭　孝子

MIX① 寺本　博 太田　初 6-1 嶌田　準一 小栗　八千代

MIX② 脇田　芳徳 渕下　はるみ 2-6 石黒　隆雄 宇佐美　覚子

1 - 4

赤　組 緑　組


