
AP大会成績結果　　女子ペアーズ（リード黒原、スキップ松岡）　予選セクション２　　

ﾏﾚｰｼｱ ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄイ゙ンド フィージー フィリッピンカナダ 日本 マカオ ニウエ 成績結果 予選順位
ﾏﾚｰｼｱ 〇16：14 ×10：18 〇17：10 〇24：9 〇22：15 〇19：11 〇18：15 〇37：4 7勝1敗 1
ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄﾞ ×14：16 〇16：15 〇18：10 ×14：16 〇17：14 〇31：6 〇33：8 〇21：2 6勝2敗 2
インド 〇18：10 ×15：16 ×14：18 ×16：19 〇18：10 〇21：8 〇34：7 〇19：11 5勝3敗、得失点差=+56 3
フィージー ×10：17 ×10：18 〇18：14 ×14：17 〇13：12 〇15：13 〇25：5 〇21：5 5勝3敗、得失点差=+25 4
フィリッピン ×9：24 〇16：14 〇19：16 〇17：14 ×16：20 〇22：12 ×7：20 〇25：10 5勝3敗、得失点差=+1 5
カナダ ×15：22 ×14：17 ×10：18 ×12：13 〇20：16 〇16：10 〇18：11 〇24：15 4勝4敗 6
日本 ×11：19 ×6：31 ×8：21 ×13：15 ×12：22 ×10：16 〇18：16 〇17：13 2勝6敗 7
マカオ ×15：18 ×8：33 ×7：34 ×5：25 〇20：7 ×11：18 ×16：18 ×10：17 1勝7敗、得失点差=-78 8
ニウエ ×5：37 ×4：37 ×11：19 ×5：21 ×10：25 ×15：24 ×13：17 〇17：10 1勝7敗、得失点差=-110 9

決勝トーナメント進出権および来年の世界選手権大会出場権ともに逃す。
金メダルはオーストラリア、銀メダルがパプアニューギニア、銅メダルはニュージーランドとマレーシアとなった。

AP大会成績結果　　女子トリプルス（リード小山、セカンド合田、スキップ江村）　予選セクション１　

インドﾞ ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄブィリッピンﾉｰﾌｫｰｸ 中国 香港 米国 パプア 日本 マカオ 成績結果 予選順位
インドﾞ 〇16：13 〇20：9 ×13：23 〇17：10 〇19：11 〇18：11 〇15：12 〇18：12 〇30：10 8勝1敗 1
ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄ×゙13：16 〇14：9 〇17：13 〇20：7 〇27：8 △16：16 〇22：12 〇35：5 〇34：8 7勝1分け1敗 2
フィリッピン×9：20 ×9：14 〇24：8 〇21：8 〇18：9 〇16：14 〇27：8 〇29：8 〇14：13 7勝2敗 3
ﾉｰﾌｫｰｸ 〇23：13 ×13：17 ×8：24 ×9：23 〇16：12 〇15：14 〇19：11 〇24：13 〇25：10 6勝3敗 4
中国 ×10：17 ×7：20 ×8：21 〇23：9 ×18：21 〇16：11 〇20：13 〇19：13 〇18：9 5勝4敗 5
香港 ×11：19 ×8：27 ×9：18 ×12：16 〇21：18 ×16：21 〇27：8 〇26：6 〇19：10 4勝5敗 6
米国 ×11：18 △16：16 ×14：16 ×14：15 ×11：16 〇21：16 〇23：12 ×13：4 〇21：17 3勝1分け5敗 7
パプア ×12：15 ×12：22 ×8：27 ×11：19 ×13：20 ×8：29 ×12：23 〇18：15 〇19：13 2勝7敗、得失点差=-68 8
日本 ×12：18 ×5：35 ×8：29 ×13：24 ×13：19 ×6：26 〇14：13 ×15：18 〇24：5 2勝7敗、得失点差=-77 9
マカオ ×10：30 ×8：34 ×13：14 ×10：215 ×9：18 ×10：19 ×17：21 ×13：19 ×5：24 0勝9敗 10

決勝トーナメント進出権および来年の世界選手権大会出場権ともに逃す。
金メダルは オーストラリア 、銀メダルがマレーシア  、銅メダルはインド と カナダとなった。



AP大会成績結果　　男子フォアーズ（リード田町、セカンド小山、サード佐藤、スキップ長谷部）　予選セクション２　　

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 日本 香港 インド パプア ﾉｰﾌｫｰｸ フィージー マカオ ニウエ 成績結果 予選順位
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 〇20：19 〇17：8 〇17：10 〇25：5 〇36：3 〇20：5 〇22：7 〇24：6 8勝0敗 1
日本 ×19：20 △15：15 〇19：16 ×9：10 〇14：8 〇22：6 〇16：5 〇17：7 5勝1分け2敗、得失点差=+34 2
香港 ×8：17 △15：15 〇15：6 〇15：9 〇12：11 ×7：16 〇18：17 〇28：4 5勝1分け2敗、得失点差=+23 3
インド ×10：17 ×16：19 ×6：15 〇15：12 〇15：9 〇12：11 〇26：6 〇39：6 5勝3敗、得失点差=+44 4
パプア ×5：25 〇10：9 ×9：15 ×12：15 〇16：12 〇15：6 〇18：10 〇28：5 5勝3敗、得失点差=+16 5
ノーフォーク ×3：36 ×8：14 ×11：12 ×9：15 ×12：16 〇14：13 〇13：12 〇20：8 3勝5敗 6
フィージー ×5：20 ×6：22 〇16：7 ×11：12 ×6：15 ×13：14 ×10：19 〇23：4 2勝6敗、得失点差=-23 7
マカオ ×7：22 ×5：16 ×17：18 ×6：26 ×10：18 ×12：13 〇19：10 〇16：15 2勝6敗、得失点差=-46 8
ニウエ ×6：24 ×7：17 ×4：28 ×6：39 ×5：28 ×8：20 ×4：23 ×15：16 0勝8敗 9

決勝トーナメント進出権および来年の世界選手権大会男子フォアーズ出場権を獲得。
　　決勝トーナメント結果は、準々決勝戦でマレーシアと対戦し、８：17で敗れメダル獲得を逃す。
金メダルはオーストラリア 、銀メダルがニュージーランド 、銅メダルはカナダ とマレーシア となった。

AP大会成績結果　　男子シングルス（森）　予選セクション２　　

ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄダイ 香港 米国 ニウエ サモア 日本 マカオ ブルネイ 成績結果 予選順位
ﾆｭｰｼｰﾗﾝﾄﾞ 〇21：14 〇21：16 〇21：10 〇21：8 〇21：2 〇21：4 〇21：9 〇21：5 8勝0敗 1
タイ ×14：21 〇21：18 ×19：21 〇21：7 〇21：２ 〇21：3 〇21：9 〇21：12 6勝2敗、得失点差=+66 2
香港 ×16：21 ×18：21 〇21：20 〇21：15 〇21：11 〇21：9 〇21：6 〇21：9 6勝2敗、得失点差=+33 3
米国 ×10：21 〇21：19 ×20：21 ×16：21 〇21：12 〇21：12 〇21：11 〇21：5 5勝3敗、得失点差=+29 4
ニウエ ×8：21 ×7：21 ×15：21 〇21：16 〇21：16 〇21：18 〇21：19 〇21：5 5勝3敗、得失点差=-2 5
サモア ×2：21 ×2：21 ×11：21 ×12：21 ×16：21 〇21：15 〇21：5 〇21：7 3勝5敗 6
日本 ×4：21 ×3：21 ×9：21 ×12：21 ×18：21 ×15：21 〇21：16 〇21：9 2勝6敗 7
マカオ ×9：21 ×9：21 ×5：21 ×11：21 ×19：21 ×5：21 ×16：21 〇21：15 1勝7敗 8
ブルネイ ×5：21 ×12：21 ×15：21 ×5：21 ×5：21 ×7：21 ×9：21 ×15：21 0勝8敗 9

決勝トーナメント進出権および来年の世界選手権大会出場権ともに逃す。
金メダルはニュージーランド 、銀メダルがカナダ 、銅メダルは ｵｰｽﾄﾗﾘｱと 香港となった。


