
日本スポーツマスターズ２００８ 1位トーナメント試合結果

準々決勝
Ｃ 徳島県 ③－２ Ａ 群馬県

岩朝 由美 佐野間 好野
村部 久美 木元 弘子

斎 洋二 内田 康彦
青木 隆英 須賀 博之

宮田 美穂子 北爪 美奈子
毛利 喜信 高橋 和也

大谷 美佐 荒関 元子
吉岡 和美 三木 美智恵

磯野 晴幸 猿井 晴一
谷本 満裕 松本 元雄

Ｅ 茨城県 ④－１ Ｆ 宮城県

堀越 節子 佐藤 美根子
鈴木 艶子 田中 弘子

谷口 英利 油井 康浩
木﨑 雅久 圓谷 敬

高倉 理美 中村 智香
下妻 利之 畑山 浩志

白畑 薫 小野寺 真智子
益子 益代 渡辺 笑美子

糸賀 一典 千葉 英明
松田 健二 遠藤 信彦

Ｈ 千葉県 ③－２ Ｉ 鳥取県

安西 律子 秋葉 泉
下田 由美子 江本 由美

大塚 正裕 池本 正紀
篠宮 俊弘 砂口 賢

渋谷 文枝 原口 陽子
安蒜 厚 田中 英樹

染谷 啓子 安達 仁美
笠川 由美 山根 ひろみ

鈴木 等 須藤 繁
平野 昇 青砥 三幸

Ｍ 愛知県 ③―２ Ｋ 新潟県

高木 ひとみ 五十嵐 美智恵
野口 真美子 因 明子

加藤 敏治 渡辺 正行
佐原 義一 丸山 博

中根 治美 笠原 奈美
篠邉 保 石山 隆一

増田 加奈 斉藤 みよ子
苅谷 さと志 益田 とも子

冨田 喜彦 吉岡 和幸
小川 博 岩崎 伸二

(男女ミックス） ④―２

(４５才女子） ④―１

(３５才男子） １―④

(４５才男子） １―④

(３５才女子） ④―１

(３５才男子） ④―２

(男女ミックス） ④―２

(３５才男子） ④―３

(男女ミックス） ④―２

(４５才女子） １―④

(３５才女子） ④―１

(４５才女子） ④―２

(４５才男子） ３―④

(３５才女子） ④―３

(４５才男子） ３―④

(４５才男子） ④―２

(３５才女子） ３―④

(３５才男子） ④―３

(男女ミックス） ④―０

(４５才女子） ３―④



日本スポーツマスターズ２００８ 1位トーナメント試合結果

準決勝
Ｃ 徳島県 ③－２ 茨城県

岩朝 由美 堀越 節子
村部 久美 鈴木 艶子

斎 洋二 谷口 英利
青木 隆英 木﨑 雅久

宮田 美穂子 高倉 理美
毛利 喜信 下妻 利之

大谷 美佐 白畑 薫
吉岡 和美 益子 益代

磯野 晴幸 糸賀 一典
谷本 満裕 松田 健二

Ｍ 愛知県 ⑤－０ Ｈ 千葉県

高木 ひとみ 安西 律子
野口 真美子 下田 由美子

加藤 敏治 大塚 正裕
佐原 義一 篠宮 俊弘

中根 治美 渋谷 文枝
篠邉 保 安蒜 厚

増田 加奈 染谷 啓子
苅谷 さと志 笠川 由美

冨田 喜彦 鈴木 等
小川 博 平野 昇

(４５才男子） ④

④－０
２－④
④－２
④－１
④－２

④

④－０
④－２
⑤－３
２－④
⑥－４

(４５才女子） 1

④

④－１
④－２
④－２
④－２

(男女ミックス）

3

④－１
⑥－４
⑨－７
２－④
２－④
３－⑤
３－⑦

(４５才女子）

④

④－０
④－２
④－１
⑤－３

(３５才男子）

④

④

④－２
３－⑤
④－２
④－２
５－⑦
１－④
３－⑦

0

0

0

⑥―４
⑥－４
⑤－３
④－０

0

1

④

２－④
０－④
④－１
④－１
④－１
⑤－３

⑩－８
④－２
３－⑤
④－１
⑥－４

④－１
④－２
④－１
④－２

(４５才男子）

3(男女ミックス）

(３５才女子）

④

2(３５才男子）

④

④ 1(３５才女子）



日本スポーツマスターズ２００８ 1位トーナメント試合結果

決 勝
Ｍ 愛知県 ③－０ Ｃ 徳島県

高木 ひとみ 岩朝 由美
野口 真美子 村部 久美

加藤 敏治 斎 洋二
佐原 義一 青木 隆英

中根 治美 宮田 美穂子
篠邉 保 毛利 喜信

増田 加奈 大谷 美佐
苅谷 さと志 吉岡 和美

冨田 喜彦 磯野 晴幸
小川 博 谷本 満裕

1

(４５才男子）

(４５才女子）

④

④－２
④－１
④－１
④－０

(３５才男子）

④

④－０
④－１
１－④
⑤－３
④－０

0

0

(男女ミックス） ④

④－１
④－１
⑤－３
④－１

(３５才女子）



日本スポーツマスターズ２００８ ２位トーナメント試合結果

準々決勝 Ａ 大阪府 ③－２ Ｃ 和歌山県

根岸 亜矢 上村 知栄子
宮﨑 由佳子 西山 ふみ子

佐々木 賀朗 住岡 篤
御内 幸生 西山 義純

山形 扶美代 藤田 恵美
本林 良章 山田 公夫

上山 親子 加藤 伊都子
久富 貴美代 木下 之美

細川 健一 辻 憲三
須藤 明 佐山 至

Ｅ 静岡県 ③－２ Ｇ 奈良県

杉下 弘美 中島 由美子
稲葉 玲子 杉本 和美

中島 通晴 坂本 貞弘
枝村 賢美 藤岡 淳

金原 ルミ 境山 むつみ
三津山 克利 中村 篤正

近藤 敦子 渡辺 久枝
片山 さとみ 中西 佳子

川島 俊昭 小早川 卓也
福石 富男 中井 基雄

Ｈ 香川県 ④―１ Ｊ 高知県Ｂ

酒井 見往 筒井 千誉
嶋田 早登三 数江 智賀

川本 往立 丁野 和也
北浦 章司 瀬尾 敏博

伊加 恭子 岩原 尚子
加村 好晴 氏原 博之

内山 淳子 浅野 しのぶ
中川 輝美 明神 真由美

信里 茂樹 山田 正和
新開 俊英 山本 泉

Ｍ 神奈川県 ③－２ Ｋ 愛媛県

高橋 智子 正岡 久美子
岡田 悦子 友澤 理香

鈴木 清志 山内 哲志
大中 和彦 飯尾 和之

加藤 君子 高岡 幸子
阿部 藤彦 徳永 浩教

金子 由美 上田 一美
山中 道子 宮田 禎子

坂本 安弘 毛利 久志
関和 栄治 越智 克昌

０－④

④―０

④―０

④―１

④―０

(３５才女子）

(３５才男子）

１―④

④―２

２―④

１―④

(男女ミックス）

(４５才女子）

(４５才男子）

④―１

④―１

④－３

④－０

２―④

(３５才男子）

(男女ミックス）

(４５才女子）

(３５才女子） ０―④

④―２

(４５才男子）

(４５才男子）

(男女ミックス）

(４５才女子）

(３５才女子）

(３５才男子）

(４５才男子）

(３５才女子）

(３５才男子）

(男女ミックス）

(４５才女子）

④―０

④―０

④―３

0―④



日本スポーツマスターズ２００８ ２位トーナメント試合結果

準決勝
Ａ 大阪府 ④―１ Ｅ 静岡県

根岸 亜矢 杉下 弘美
宮﨑 由佳子 稲葉 玲子

佐々木 賀朗 中島 通晴
御内 幸生 枝村 賢美

山形 扶美代 金原 ルミ
本林 良章 三津山 克利

上山 親子 近藤 敦子
久富 貴美代 片山 さとみ

細川 健一 川島 俊昭
須藤 明 福石 富男

Ｍ 神奈川県 ⑤－０ Ｈ 香川県

高橋 智子 酒井 見往
岡田 悦子 嶋田 早登三

鈴木 清志 川本 往立
大中 和彦 北浦 章司

加藤 君子 伊加 恭子
阿部 藤彦 加村 好晴

金子 由美 内山 淳子
山中 道子 中川 輝美

坂本 安弘 信里 茂樹
関和 栄治 新開 俊英

(３５才女子） ④－０

(３５才男子） ２―④

④－Ｒ(４５才女子）

④－Ｒ(４５才男子）

④－Ｒ(男女ミックス）

④－Ｒ(３５才男子）

④－０

④－１

(４５才女子） ④－１

④－Ｒ(３５才女子）

(４５才男子）

(男女ミックス）



日本スポーツマスターズ２００８ ２位トーナメント試合結果

決 勝
Ａ 大阪府 ③－２ Ｍ 神奈川県

根岸 亜矢 高橋 智子
宮﨑 由佳子 岡田 悦子

佐々木 賀朗 鈴木 清志
御内 幸生 大中 和彦

山形 扶美代 加藤 君子
本林 良章 阿部 藤彦

上山 親子 金子 由美
久富 貴美代 山中 道子

細川 健一 坂本 安弘
須藤 明 関和 栄治

0

1

１－④
④－１
４－⑥
１－④
１－④

1

④

⑧－６
１－④
⑤－３
④－２
２－④
④－２

④

(４５才男子） ④

④

④－２
④－１
④－０
④－２

(４５才女子）

(男女ミックス） 2

④

④－１
④－１
０－④
④－２
④－１

(３５才男子）

1

④－２
１－④
０－④
２－④
２－④

(３５才女子）



日本スポーツマスターズ２００８ ３位トーナメント試合結果

準々決勝
Ｂ 埼玉県 ③－２ Ａ 福岡県

金親 利予
川辺 陽子

利根川 裕司 隈部 謙介
中村 進 山下 勝也

吉井 優子 鳥原 淳子
佐藤 正己 富沢 裕次郎

鈴木 裕子 中川 香代子
江口 京子 青木 ひとみ

小関 覚 林 浩二
大野 勝敏 高井 英生

Ｄ 岩手県 ⑤－０ Ｇ 富山県

吉田 由香 大石 真理
佐藤 きみ子 奥野 美幸

渡辺 博 深草 博之
朝日田 倫明 河村 浩志

岡田 美幸 長岡 恵美子
菅野 勝郎 稲垣 和夫

千葉 季美枝 村田 広子
斎藤 典子 辰尾 静好

近江 雅喜 関口 信司
日野 正康 大黒 克己

Ｈ 長崎県 ④－１ Ｊ 岐阜県

甲斐 都美子 前野 芙実子
小林 竜子 細野 敦子

平山 善彦 土松 達哉
松田 泰輔 白村 茂

野中 博美 土原 紀子
古賀 数則 今井 隆人

前田 浩子 多和田 智子
林田 ともえ 三方 孝子

吉武 俊雄 佐伯 篤憲
平 智和 木全 正道

Ｌ 京都府 ④－１ Ｍ 兵庫県

亀岡 乃利子 東 純子
村上 容子 黒坂 千恵

橋本 康徳 石坪 直樹
花井 伸幸 有島 民男

上路 典子 多田 典子
上路 正宏 川上 博

吉村 敬子 大野 敦代
井上 京子 森 由香

水田 雅博 阿部 一生
近藤 哲夫 真野 哲男

(男女ミックス） ④－３

(４５才女子） ④－２

(４５才男子） ④－１

(３５才女子） ④－２

(４５才男子） ④－０

(男女ミックス） ④－１

(４５才女子） ④－１

(４５才女子） ④－０

(３５才男子） ④－３

(男女ミックス） ④－０

(３５才女子） ３―④

(３５才男子） ④－１

(３５才男子） ３－④

(男女ミックス） ④－３

(４５才女子） ④－１

(４５才男子） ④－２

(３５才女子） ④―Ｒ

(３５才男子） ３－④

(３５才女子） ④―１

(４５才男子） １―④



日本スポーツマスターズ２００８ ３位トーナメント試合結果

準決勝
Ｄ 岩手県 ③－２ Ｂ 埼玉県

吉田 由香 金親 利予
佐藤 きみ子 川辺 陽子

渡辺 博 利根川 裕司
朝日田 倫明 中村 進

岡田 美幸 吉井 優子
菅野 勝郎 佐藤 正己

千葉 季美枝 鈴木 裕子
斎藤 典子 江口 京子

近江 雅喜 小関 覚
日野 正康 大野 勝敏

Ｌ 京都府 ④－１ Ｈ 長崎県

亀岡 乃利子 甲斐 都美子
村上 容子 小林 竜子

橋本 康徳 平山 善彦
花井 伸幸 松田 泰輔

上路 典子 野中 博美
上路 正宏 古賀 数則

吉村 敬子 前田 浩子
井上 京子 林田 ともえ

水田 雅博 吉武 俊雄
近藤 哲夫 平 智和

決 勝
Ｄ 岩手県 ③－２ Ｌ 京都府

吉田 由香 亀岡 乃利子
佐藤 きみ子 村上 容子

渡辺 博 橋本 康徳
朝日田 倫明 花井 伸幸

岡田 美幸 上路 典子
菅野 勝郎 上路 正宏

千葉 季美枝 吉村 敬子
斎藤 典子 井上 京子

近江 雅喜 水田 雅博
日野 正康 近藤 哲夫

(４５才男子） ３－④

(３５才女子） ④－１

(４５才男子） ④－１

(３５才男子） ０－④

(男女ミックス） ④－０

(４５才女子） ３―④

(３５才男子） ④－２

(男女ミックス） ④－２

(３５才男子） ④－３

(４５才女子） ④－０

(４５才女子） １―④

(４５才男子） ④－２

(３５才女子） ④－２

(男女ミックス） ④－３

(３５才女子） ２―④


