
試合開始 13:00

コート№ 1 2 3 4 5 6 7 8

試 合 № 60MD-1 60MD-2 60MD-4 60MD-5 60MD-6 60MD-7 60MD-8 60MD-9

60MD 60MD 65WD 65WD 65WD 65WD 70MD 70MD

山本 正人 又川 智幸 石井 伸子 木村 友子 渡邉 順子 中村 光子 田中 博美 山下 裕康

栗村 敏正 柏原   晃 立石 千代子 細木 明美 黒田 安枝 山中 美知子 嘉屋 正志 宇谷 　等

(鳥取県) (広島県) (山口県) (島根県) (山口県) (山口県) (山口県) (広島県)

コート№ 9 10 11 12 13 14 15 16

試 合 № 65MD-1 65MD-3 65MD-4 65MD-5 65MD-6 65MD-7 65MD-8 65MD-9

65MD 70MD 70MD 60WD 60WD 70WD 70WD 70WD

西村 和孝 川崎 信義 坂本 睦義 本川 典子 沖田 和美 出原 和枝 山本 政美 大原 美子

村田 泰男 末岡 通典 藤本 吉三 岸村 明美 小徳 和子 佐藤 民子 上田 由美子 杉原 由美子

(山口県) (山口県) (広島県) (山口県) (広島県) (岡山県) (広島県) (岡山県)

試合開始 9:30

コート№ 1 2 3 4 5 6 7 8

試 合 № 30MD-1 30MD-2 30MD-3 30MD-4 30MD-5 30MD-6 40MD-1 40MD-2

30MD 30MD 30MD 30MD 40MD 40MD 40MD 40MD

花本 大地 梶谷 瑞樹 藤本 和宏 白井 賢太 池内 　輝 増田 朋典 三吉 　勉 川田 輝夫

出石 哲也 山﨑 一慶 小川 芳弘 阿部 芳弘 足立 幸夫 小久保 　陽 栗山 大輔 小田 悟史

(鳥取県) (島根県) (岡山県) (広島県) (鳥取県) (広島県) (広島県) (広島県)

コート№ 9 10 11 12 13 14 15 16

試 合 № 40MD-3 40MD-4 40MD-5 40MD-6 50MD-1 50MD-2 50MD-3 50MD-4

40WD 40WD 40WD 40WD 50MD 50MD 50MD 50MD

日野石 智子 奥本 美津己 山下 良依 高橋 綾子 山領 　篤 藤原 隆志 福田　 功 景山 　潤

村上　 恵 塚本 美穂 仁後 清美 井手 久恵 玉澤 隆義 中本　 廣 中堀　 清 奥田 幸作

(広島県) (岡山県) (岡山県) (岡山県) (広島県) (鳥取県) (岡山県) (鳥取県)

コート№ 17 18 19 20 21 22

試 合 № 60XD-1 60XD-2 60XD-3 60XD-4 60XD-5 60XD-6

60MS 60MS 60MS 60MS 65MS 65MS

佐藤 一郎 安田 守夫 山本　 正 福田 光博 西村 和孝 久山 勇雄

(岡山県) (鳥取県) (島根県) (山口県) (山口県) (岡山県)

試合開始 9:30

コート№ 1 2 3 4 5 6 7 8

試 合 № 30MS-1 30MS-2 30MS-3 30MS-4 30MS-5 30MS-6 30MS-7 30MS-8

30MS 30MS 30MS 30MS 40MS 40MS 40MS 40MS

花本 大地 白井 賢太 中村 陽祐 今泉 裕輔 吉川 応史 本山 宏士 守安 孝二 真木 宏之

(鳥取県) (広島県) (広島県) (島根県) (山口県) (広島県) (広島県) (岡山県)

コート№ 9 10 11 12 13 14 15 16

試 合 № 30MS-9 30MS-10 30MS-11 30MS-12 30MS-13 30MS-14 30MS-15 40MS-1

50MS 50MS 50MS 50MS 30WS 30WS 30WS 30WS

景山 　潤 宮宗 芳昭 田村 昌之 尾上 雄一 小田 千恵子 増田 理沙 梶川 寿子 森山 理恵子

(鳥取県) (広島県) (岡山県) (山口県) (広島県) (広島県) (広島県) (鳥取県)

コート№ 17 18 19 20 21 22

試 合 № 50XD-1 50XD-2 50XD-3 50XD-4 50XD-5 50XD-6

50XD 50XD 50XD 50XD 50WS 50WS

玉澤 隆義 仁後 春志 小越 弘之 山領 　篤 香山 百合子 赤澤 五月

井下 由紀子 光本 純子 角  美智子 彦田 美穂

(広島県) (岡山県) (広島県) (広島県) (岡山県) (岡山県)

選 手 名

選 手 名

選 手 名

選 手 名

審 判 割 当 て 表

令和元年11月1日(金)

令和元年11月2日(土)

令和元年11月3日(日)

選 手 名

選 手 名

選 手 名

選 手 名


