
2012　関東レディース　スマッシュ卓球大会　成績表
成績  　　　　　　日時　　平成　24年　5月 23日(水）

会場 横浜文化体育館
優勝 2位 3位 3位

リーグ 三峰（埼玉） 茶の実（神奈川） すばる（東京） 千代田ｸﾗﾌﾞ（東京）
後　藤　広　子 平　賀　須美子 坂　本　トキ子 高木和　恵　子

Ａ 土　田　きん子 吉　垣　美　保 垣　田　千世子 和　田　恵美子
| 須　田　美枝子 光　藤　敬　子 比　嘉　英　子 須　賀　良　恵

１位 山　口　真　菜 渡　辺　美智子 岡　安　尚　代 石　井　とし子
永　瀬　景　子 橋　本　邦　子 橋　本　淳　子 安　田　美智子

Ａ 篠　原　千恵子 熊　谷　眞　弓 渡　部　恵　子 加世田　洋　美
矢　嶋　るみ子 黒　阪　有　紀 阿　部　みゆき 出　沢　正　枝

つみき（神奈川） 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ（千葉） つくし（神奈川） キャロット（千葉）
ラ Ａ 井　置　節　子 青　山　茂　美 近　江　マサ子 上　原　直　美

｜ 田　篭　妙　子 馬　場　孝　恵 木　村　由美子 島　田　京　子
２位 松　本　弘　子 堀　木　雪　子 遠　藤　寿恵子 和　地　佑　子

小　山　由美子 倉　田　悦　子 加　藤　美紀子 吉　田　澄　江
ン 船　越　みどり 丹　羽　由紀子 小　澤　京　子 河　本　とも子

吉　澤　明　子 高知尾　久美子 横　山　千代美 西　田　久美子
福　島　清　美

ク 相模原ﾚ上溝（神奈川） つくば国際ＳＣ（茨城） 全横会（神奈川） 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ（神奈川）
Ａ 鈴　木　真理子 荒　木　美輪子 青　木　文　子 麻　野　君　枝
｜ 三　輪　里　美 遠　藤　真　理 鎌　倉　みゆき 今　井　典　子

３位 村　山　直　子 笠　木　久美子 上　原　順　子 中　村　京　子
櫻　井　奈　美 桜　井　み　よ 吉　原　洋　子 田　中　弘　子
池　原　芳　子 鈴　木　美智子 兼　子　ひろみ 大久保　淑　子
山　崎　英　子 山　本　栄　子 大　元　靖　子 　抱　　芳　子

三　橋　成　子
常陸卓連（茨城） 我孫子ﾚﾃﾞｨｰｽA（千葉） 水戸ﾚﾃﾞｨｰｽA(茨城） ひたちなかレ（茨城）

Ｂ 北　林　妙　子 駒　田　由美子 深　沢　久　子 飛　田　稔　子
｜ 海老根　祥　子 吉　田　常　子 鈴　木　芙佐子 小　原　百合子

Ｂ １位 兎　澤　幸　子 橋　本　国　江 小　野　美千子 松　前　則　子
杉　谷　良　子 鈴　木　町　子 古　沢　清　子 真　田　規志子
東　田　真　弓 田　渕　加寿子 石　井　信　子 田　中　のぞみ
阿　内　　緑 都　築　幸　子 島　田　紀　子 鈴　木　く　に
田　仲　　香 神　原　芳　子 竹　中　由紀子

ラ 綾瀬クラブ（神奈川） 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽB（千葉） 寒川ﾚﾃﾞｨｰｽ（神奈川） 我孫子ﾚﾃﾞｨｰｽB（千葉）

Ｂ 中　山　美江子 吉　田　光　子 三　留　洋　子 上　野　真理子
｜ 白　井　ひとみ 山　本　みち子 寺　岡　富美代 杉　原　恵美子

２位 立　石　優　子 石　井　あけみ 志　賀　順　子 瀬　川　純　子
ン 金　江　光　江 辻　井　成　子 井　出　ユワ子 佐　藤　淑　子

　南　　由利子 今　野　春　美 田　中　澄　子 横　田　　香
藤　本　秀　子 永　野　千恵美 山　口　久美子 松　本　　歩

内　山　美栄子
ク

相模原ﾚ友ｸﾗﾌﾞ（神奈川）相模原ﾚ大野南（神奈川） ARS（B）（東京） 大和ﾚﾃﾞｨｰｽB（神奈川）

Ｂ 大　房　京　子 千　代　絢　子 中　込　郁　子 武　富　時　江
｜ 山　本　和　美 小　林　勝　子 比留間　和　子 田　中　英　子

３位 倉　林　昌　子 宇田川　弘　子 出　澤　智　子 大　野　匡　子
出　島　京　子 須　山　美千代 中　塚　有　美 佐久間　孝　子
岡　崎　彰　美 大久保　桂　子 三　浦　裕　子 松　岡　潮　美
　榎　　幸　子 今　井　京　子 小谷田　恵　理 石　井　弘　子

トーナメント



2012　関東レディース　スマッシュ卓球大会　成績表
 　　　　　　日時　　平成　24年　5月 23日(水）

会場 横浜文化体育館
Ａランク（１位トーナメント） (5/23)

茶の実 牛久Ｓ・Ｃ 八王子ﾎﾟﾆｰ （Ａ１） （Ａ８） 千代田ｸﾗﾌﾞ 印西ｸﾗﾌﾞ 川崎ﾚKAME
（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （千葉） （神奈川）

キャロット 川崎ﾚあすなろ 磯子クラブ （Ａ２） （Ａ９） トトロ 杉並卓球ｸ 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ
（千葉） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

ウェルネス TKOｸﾗﾌﾞ 全横会 （Ａ３） （Ａ１０） KATSUｸﾗﾌﾞ しらとり 三菜会B
（東京） （埼玉） （神奈川） （茨城） （神奈川） （神奈川）

つばさｸﾗﾌﾞＡ 四葉会 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ４） （Ａ１１） 大宮ｽｶｯﾄ ひよこｸﾗﾌﾞ つみき
（東京） （神奈川） （神奈川） 1 2 （埼玉） （東京） （神奈川）

ＹＴＣ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ スイトピー （Ａ５） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ つくば国際SC 金沢ﾁｪﾘｰ
（東京） （千葉） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

すばる 相模原ﾚ上溝 三菜会Ａ （Ａ６） （Ａ１３） ｺｽﾓ 卓令 川崎ﾚみずき
（東京） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

青梅ｸﾗﾌﾞ Ａｓｐｉｃ 南ｸﾗﾌﾞ （Ａ７） （Ａ１４） 三峰 本町ｸﾗﾌﾞＡ つくし
（東京） （茨城） （神奈川） （埼玉） （東京） （神奈川）

優勝 三峰 （埼玉）

2位 茶の実 （神奈川）

3位 すばる （東京）

3位 千代田ｸﾗﾌﾞ （東京）

Ａランク（２位トーナメント）

茶の実 牛久Ｓ・Ｃ 八王子ﾎﾟﾆｰ （Ａ１） （Ａ８） 千代田ｸﾗﾌﾞ 印西ｸﾗﾌﾞ 川崎ﾚKAME
（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （千葉） （神奈川）

キャロット 川崎ﾚあすなろ 磯子クラブ （Ａ２） （Ａ９） トトロ 杉並卓球ｸ 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ
（千葉） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

ウェルネス TKOｸﾗﾌﾞ 全横会 （Ａ３） （Ａ１０） KATSUｸﾗﾌﾞ しらとり 三菜会B
（東京） （埼玉） （神奈川） （茨城） （神奈川） （神奈川）

つばさｸﾗﾌﾞＡ 四葉会 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ４） （Ａ１１） 大宮ｽｶｯﾄ ひよこｸﾗﾌﾞ つみき
（東京） （神奈川） （神奈川） 2 （埼玉） （東京） （神奈川）

ＹＴＣ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ スイトピー （Ａ５） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ つくば国際SC 金沢ﾁｪﾘｰ
（東京） （千葉） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

すばる 相模原ﾚ上溝 三菜会Ａ （Ａ６） （Ａ１３） ｺｽﾓ 卓令 川崎ﾚみずき
（東京） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

青梅ｸﾗﾌﾞ Ａｓｐｉｃ 南ｸﾗﾌﾞ （Ａ７） （Ａ１４） 三峰 本町ｸﾗﾌﾞＡ つくし
（東京） （茨城） （神奈川） （埼玉） （東京） （神奈川）

優勝 つみき （神奈川）

Ａランク（３位トーナメント）

茶の実 牛久Ｓ・Ｃ 八王子ﾎﾟﾆｰ （Ａ１） （Ａ８） 千代田ｸﾗﾌﾞ 印西ｸﾗﾌﾞ 川崎ﾚKAME
（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （千葉） （神奈川）

キャロット 川崎ﾚあすなろ 磯子クラブ （Ａ２） （Ａ９） トトロ 杉並卓球ｸ 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ
（千葉） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

ウェルネス TKOｸﾗﾌﾞ 全横会 （Ａ３） （Ａ１０） KATSUｸﾗﾌﾞ しらとり 三菜会B
（東京） （埼玉） （神奈川） （茨城） （神奈川） （神奈川）

つばさｸﾗﾌﾞＡ 四葉会 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ４） （Ａ１１） 大宮ｽｶｯﾄ ひよこｸﾗﾌﾞ つみき
（東京） （神奈川） （神奈川） 2 0 （埼玉） （東京） （神奈川）

ＹＴＣ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ スイトピー （Ａ５） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ つくば国際SC 金沢ﾁｪﾘｰ
（東京） （千葉） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

すばる 相模原ﾚ上溝 三菜会Ａ （Ａ６） （Ａ１３） ｺｽﾓ 卓令 川崎ﾚみずき
（東京） （神奈川） （神奈川） （神奈川） （東京） （神奈川）

青梅ｸﾗﾌﾞ Ａｓｐｉｃ 南ｸﾗﾌﾞ （Ａ７） （Ａ１４） 三峰 本町ｸﾗﾌﾞＡ つくし
（東京） （茨城） （神奈川） （埼玉） （東京） （神奈川）

優勝 相模原レ上溝 （神奈川）



2012　関東レディース　スマッシュ卓球大会　成績表
 　　　　　　日時　　平成　24年　5月 23日(水）

会場 横浜文化体育館
Bランク（１位トーナメント）

ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼） 野田ﾚ（千） ＳＳＰ（神） 　（Ｂ１） （Ｂ１２） 秦野ﾚ（神） 市川市ﾚＢ(千） 港南ｸﾗﾌﾞ（神）

水戸ﾚB（茨） かりん（神） 全横ﾐｯｸｽ（神） 　（Ｂ２） （Ｂ１３）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 大野南（神） 金沢ﾁｪﾘｰ（神）

我孫子ﾚA(千） ＡＲＳ（B）（東） 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 　（Ｂ３） （Ｂ１４） ｻﾝｱｸｾｽ（茨） ＡＲＳ（C）（東） くれよん（神）

日立ﾚA（茨） つばさｸＢ（東） ＺＡＭＡ（神） 　（Ｂ４） （Ｂ１５） 常陸卓連（茨） 若草ｸﾗﾌﾞ（神） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

千葉ﾚﾏﾘﾝ（千） 大和ﾚA（神） ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神）　（Ｂ５） （Ｂ１６） 調布卓連（東） 千葉ｸﾗﾌﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）

芙蓉（東） 鎌倉ﾚｸ（神） 寒川ﾚ（神） 　（Ｂ６） 2 0 （Ｂ１７） ﾌｪﾆｯｸｽ（茨） 本町ｸＢ（東） 逗子卓Ａ（神）

双葉台ｸ（茨） 友ｸﾗﾌﾞ（神） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神） 　（Ｂ７） （Ｂ１８） 千葉幕張（千）中巨摩ｸﾗﾌﾞ（山） 川ﾚ胡桃（神）

若草卓球（千） マエタク（群） 川ﾚ瀬戸（神） 　（Ｂ８） （Ｂ１９） 我孫子ﾚＢ(千） 大和ﾚＢ（神） ﾍﾞﾘｰｽﾞ（神）

ひたちなか(茨） 杉並卓友（東） ｽﾏｯｼｭ（神） 　（Ｂ９） （Ｂ２０） 水戸ﾚＡ（茨） 碧（神） あすなろ（神）

市川市ﾚＣ(千） 西湘レ（神） 逗子卓Ｂ（神） 　（Ｂ１０） （Ｂ２１） ＡＲＳ（Ａ）（東） みどり（千） 中郡ﾚ（神）

花梨（東） 華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） ﾚｲﾝﾎﾞｰ（神） 　（Ｂ１１）

優勝　　常陸卓連（茨城）　　　　　　　2位　我孫子ﾚﾃﾞｨｰｽＡ（千葉） 3位　水戸ﾚﾃﾞｨｰｽＢ（茨城） 3位　ひたちなかﾚﾃﾞｨｰｽ（茨城）

Bランク（２位トーナメント）

ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼） 野田ﾚ（千） ＳＳＰ（神） 　（Ｂ１） （Ｂ１２） 秦野ﾚ（神） 市川市ﾚＢ(千） 港南ｸﾗﾌﾞ（神）

水戸ﾚB（茨） かりん（神） 全横ﾐｯｸｽ（神） 　（Ｂ２） （Ｂ１３）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 大野南（神） 金沢ﾁｪﾘｰ（神）

我孫子ﾚA(千） ＡＲＳ（B）（東） 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 　（Ｂ３） （Ｂ１４） ｻﾝｱｸｾｽ（茨） ＡＲＳ（C）（東） くれよん（神）

日立ﾚA（茨） つばさｸＢ（東） ＺＡＭＡ（神） 　（Ｂ４） （Ｂ１５） 常陸卓連（茨） 若草ｸﾗﾌﾞ（神） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

千葉ﾚﾏﾘﾝ（千） 大和ﾚA（神） ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神）　（Ｂ５） （Ｂ１６） 調布卓連（東） 千葉ｸﾗﾌﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）

芙蓉（東） 鎌倉ﾚｸ（神） 寒川ﾚ（神） 　（Ｂ６） 2 0 （Ｂ１７） ﾌｪﾆｯｸｽ（茨） 本町ｸＢ（東） 逗子卓Ａ（神）

双葉台ｸ（茨） 友ｸﾗﾌﾞ（神） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神） 　（Ｂ７） （Ｂ１８） 千葉幕張（千）中巨摩ｸﾗﾌﾞ（山） 川ﾚ胡桃（神）

若草卓球（千） マエタク（群） 川ﾚ瀬戸（神） 　（Ｂ８） （Ｂ１９） 我孫子ﾚＢ(千） 大和ﾚＢ（神） ﾍﾞﾘｰｽﾞ（神）

ひたちなか(茨） 杉並卓友（東） ｽﾏｯｼｭ（神） 　（Ｂ９） （Ｂ２０） 水戸ﾚＡ（茨） 碧（神） あすなろ（神）

市川市ﾚＣ(千） 西湘レ（神） 逗子卓Ｂ（神） 　（Ｂ１０） （Ｂ２１） ＡＲＳ（Ａ）（東） みどり（千） 中郡ﾚ（神）

花梨（東） 華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） ﾚｲﾝﾎﾞｰ（神） 　（Ｂ１１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝　　綾瀬クラブ　　　（神奈川）

Bランク（３位トーナメント）

ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼） 野田ﾚ（千） ＳＳＰ（神） 　（Ｂ１） （Ｂ１２） 秦野ﾚ（神） 市川市ﾚＢ(千） 港南ｸﾗﾌﾞ（神）

水戸ﾚB（茨） かりん（神） 全横ﾐｯｸｽ（神） 　（Ｂ２） （Ｂ１３）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 大野南（神） 金沢ﾁｪﾘｰ（神）

我孫子ﾚA(千） ＡＲＳ（B）（東） 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 　（Ｂ３） （Ｂ１４） ｻﾝｱｸｾｽ（茨） ＡＲＳ（C）（東） くれよん（神）

日立ﾚA（茨） つばさｸＢ（東） ＺＡＭＡ（神） 　（Ｂ４） （Ｂ１５） 常陸卓連（茨） 若草ｸﾗﾌﾞ（神） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

千葉ﾚﾏﾘﾝ（千） 大和ﾚA（神） ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神） 　（Ｂ５） （Ｂ１６） 調布卓連（東） 千葉ｸﾗﾌﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）

芙蓉（東） 鎌倉ﾚｸ（神） 寒川ﾚ（神） 　（Ｂ６） 2 0 （Ｂ１７） ﾌｪﾆｯｸｽ（茨） 本町ｸＢ（東） 逗子卓Ａ（神）

双葉台ｸ（茨） 友ｸﾗﾌﾞ（神） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神） 　（Ｂ７） （Ｂ１８） 千葉幕張（千）中巨摩ｸﾗﾌﾞ（山） 川ﾚ胡桃（神）

若草卓球（千） マエタク（群） 川ﾚ瀬戸（神） 　（Ｂ８） （Ｂ１９） 我孫子ﾚＢ(千） 大和ﾚＢ（神） ﾍﾞﾘｰｽﾞ（神）

ひたちなか(茨） 杉並卓友（東） ｽﾏｯｼｭ（神） 　（Ｂ９） （Ｂ２０） 水戸ﾚＡ（茨） 碧（神） あすなろ（神）

市川市ﾚＣ(千） 西湘レ（神） 逗子卓Ｂ（神） 　（Ｂ１０） （Ｂ２１） ＡＲＳ（Ａ）（東） みどり（千） 中郡ﾚ（神）

花梨（東） 華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） ﾚｲﾝﾎﾞｰ（神） 　（Ｂ１１）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　優勝　相模原レ友クラブ　（神奈川）


