
優勝

準優勝

第３位

第３位

東京ガス/東京 21

2 鈴木 理彩 ＮＴＴ東日本　東京/東京 大森　歩 国母JTC/山梨 22

1 湯本 早紀 株式会社トプコン/東京 大浦 悠

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 23

4 鳥屋 真帆 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 恵 宇晨 東雄クラブ/東京 24

3 小山内優菜 流山アストロズ/千葉 小村 歩未

ＣＲＯＮＹ/神奈川 25

6 武山　真子 MD相模/神奈川 細渕めぐみ 青葉クラブ/埼玉 26

5 内田　郁美 SPOTTO/神奈川 堀田　詩織

ＮＴＴ東日本　東京/東京 27

8 戸辺 愛泉 ＳＰＯＴＴＯ/東京 村田 瞳 ＳＰＯＴＴＯ/東京 28

7 小室 聖 ＮＴＴ東日本　東京/東京 宇田 衣里那

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 29

10 海保　愛美 レゾナック/茨城 平　真由香 レゾナック/茨城 30

9 ｂｙｅ 老松 美空

レゾナック

牛嶋 星羅

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 31

12 山口　花奈 ＣＲＯＮＹ/神奈川 高岸 佑季 まじかるぱんだ/東京 32

11 牛嶋　星羅 レゾナック/茨城 赤川 真生
３－０

太洋歯科/神奈川 33

14 伊東 真璃瑠 代々木クラブ/東京

鎌田 那美 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

34

13 熊中 理子 キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京 徳島　柚葉

レゾナック/茨城 35

16 林 めぐみ キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

篠田 優花 株式会社トプコン/東京

36

15 櫨山七菜子 青葉クラブ/埼玉 奥下　茜里

川内 結衣 ＳＰＯＴＴＯ/東京 柴田 理彩 ＮＴＴ東日本　東京/東京 38

17 岡崎　菜々子 国母JTC/山梨 長田　由香里

牛嶋　星羅 レゾナック/茨城

鎌田 那美

鳥屋 真帆

小村 歩未

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

キヤノンメディカルシステムズ（株）/東京

女子シングルス　記録

Ａva/千葉 39

20 瀬山 咲希 株式会社トプコン/東京 秋田　留美子 MD相模/神奈川 40

19 小笠原　若菜 ＣＲＯＮＹ/神奈川 野田優子

SPOTTO/神奈川 37

18



山口弘美 所沢レディース/埼玉 38

女子サーティ　記録

女子フォーティ　記録

19 山脇　綾子 FAMILY/神奈川

小松 亜子 九十九/東京 36

18 秋元 恵 ｊｏｕｉｒ/東京 笹賀　真由美 MDttl/神奈川 37

17 堀口歩子 花野井クラブ/千葉

兼子 良美 浜町卓研/東京 34

16 岡崎 真澄 すばる/東京 川島　奈都 藤沢レディース/神奈川 35

15 奥野　晴美 川崎ﾚｸﾚｰｼｮﾝ/神奈川

斎藤　千尋 みなみ風/神奈川 32

14 佐藤千昌 三峰/埼玉 小野 千代 卓精会/東京 33

13 國井　徳子 ＭＤttl/神奈川

高橋安美 山口企画/千葉 30

12 倉持　順子 瑞穂クラブ/茨城 平本 孝子 すばる/東京 31

11 片野 純子 プレミアム/東京

ｂｙｅ 28

10 茨木正美 山口企画/千葉 前田　恵美 瑞穂クラブ/茨城 29

9 石塚 ゆりか 九十九/東京

１－３

藤沢レディース

藤原 佳子 ＦＬＥＸ/東京 26

8 辻 早紀 アルバトロス/東京 芝 里果 京卓クラブ/東京 27

7 椎名　允 MDttl/神奈川

山口 弘美

杉本 美華 すばる/東京 24

6 谷川 千秋 ｃａｒｏ/東京 島村　美恵 MDttl/神奈川 25

5 山崎　綾子 グリーンスポーツ/神奈川

冨永 和子 まじかるぱんだ/東京 22

4 吉田 真奈美 卓精会/東京 小原美希 三峰/埼玉 23

3 深野 里実 すばる/東京

宍戸裕子 花野井クラブ/千葉 20

2 永田絵美理 所沢レディース/埼玉 佐藤　明子 FAMILY/神奈川 21

1 中田久美子 花野井クラブ/千葉

九十九/東京 19

10 松本　友里 MD相模/神奈川 安藤　奈々 梅屋敷卓球クラブ/神奈川 20

9 ｂｙｅ 高野 弥生

大宮スカット/埼玉 17

8 園部　希枝 東日本技術研究所/茨城 川畑歩夢 青葉クラブ/埼玉 18

7 松井直子 青葉クラブ/埼玉 河合美咲

ＳＰＯＴＴＯ/東京 15

6 佐藤 加望 ＢＲＩＴＺ/東京 今福　真奈美 MD相模/神奈川 16

5 三木 邦寿 卓精会/東京 櫻井 智枝子
MD相模

２－３

東日本技術研究所/茨城 13

4 伊藤　槙紀 個人/神奈川 岡本　真奈 FAMILY/神奈川 14

3 月輪由美 流山アストロズ/千葉 益子　綾子

今福 真奈美

太洋歯科/神奈川 11

2 関　智美 親球会/埼玉 小笠原優子 狭山フレンズ/埼玉 12

1 李　陶 太洋歯科/神奈川 木戸　亜希穂



女子サーティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

女子フォーティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

山口弘美 所沢レディース/埼玉

中田久美子 花野井クラブ/千葉

前田　恵美 瑞穂クラブ/茨城

堀口歩子 花野井クラブ/千葉

今福　真奈美 MD相模/神奈川

李　陶

木戸　亜希穂

佐藤 加望

太洋歯科/神奈川

太洋歯科/神奈川

ＢＲＩＴＺ/東京



浜町卓研/東京 33

2 山﨑　香織 浜卓会/神奈川 岩﨑早苗 山口企画/千葉 34

1 林 華子 ＢＡＬＡＮＣＥ/東京 石 巍

HamaWing/神奈川 35

4 栗林 友美 ＡＱＵＡ/東京 岡部 仁美 個人/東京 36

3 中山　恵美子 川崎レディース/神奈川 髙橋　美由姫

ｃａｒｏ/東京 37

6 水野 知子 九十九/東京 下山　千恵 川崎レディース/神奈川 38

5 長谷川　恭子 チャイム/神奈川 寺元千佐子

九十九/東京 39

8 和田　るり HamaWing/神奈川 今井　京子 相模原レディース/神奈川 40

7 小松 由紀 彗星会/埼玉 小川 真弓

全横会/神奈川 41

10 森田　純子 全横会/神奈川 田口 秋実 ＳＯＲＡ/東京 42

9 佐藤 智恵美 浜町卓研/東京 高浪　亮子

あっちょんぷりけ/神奈川 43

12 池田 美知子 ウイングス/東京

中田 富子

瑞穂クラブ/茨城 44

11 松井　征子 チェリオ/神奈川 原　美香子

八王子ポニー/東京 45

14 齋藤博美 富士電機クラブ/千葉 三浦　加奈美 川崎レディース/神奈川 46

13 黒阪　有紀 茶の実/神奈川

小西　千織

川崎レディース/神奈川 49

18 高橋　房子 川崎レディース/神奈川 大前　徳江 Amuse/埼玉 50

17 鳥屋麻子 花野井クラブ/千葉 青木　由紀子

渡辺 由希子

アルバトロス

Ｌ／Ｗ

浜卓会/神奈川 51

20 横田 正子 サザンスターズ/東京

亀井　美希

ＢＡＬＡＮＣＥ/東京 52

19 佐藤　カンナ 相模原レディース/神奈川 武藤　和美

宮里 美智子

チェリオ/神奈川 47

16 宮本 美枝子 八王子ポニー/東京 ペイトン由美子 狭山フレンズ/埼玉 48

15 杉浦　真理 川崎レディース/神奈川

チェリオ/神奈川 53

22 松本 菜菜 アルバトロス/東京 伊藤 由紀子 京卓クラブ/東京 54

21 杉本　美紀 秦野レディース/神奈川 阿部　花子

茶の実/神奈川 55

24 永堀由紀美 東浦和卓球センター/埼玉 近藤晴美 富士電機クラブ/千葉 56

23 重國 美木 ウイングス/東京 吉田　貴佐子

まじかるぱんだ/東京 57

26 高橋幸江 Ｔ－Ｔime/千葉 秋岡　基子 川崎レディース/神奈川 58

25 大橋　裕子 横須賀レディース/神奈川 小海 千恵子

渡邊 恵子

ウイングス/東京 59

28 吉野　雅子 茶の実/神奈川 小宮伸子 狭山フレンズ/埼玉 60

27 奥野 圭子 九十九/東京 島村 美千代

女子フィフティ　記録

HamaWing/神奈川 63

32 村上雅子 狭山フレンズ/埼玉 渡辺 由希子 アルバトロス/東京 64

31 菅原 智華子 八王子ポニー/東京 松長　恵美

九十九/東京 61

30 伊東　広美 川崎レディース/神奈川 堤　夏枝 堤クラブ/神奈川 62

29 青山 広美 千代田クラブ/東京



女子フィフティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

渡辺 由希子 アルバトロス/東京

鳥屋麻子 花野井クラブ/千葉

石 巍 浜町卓研/東京

林 華子 ＢＡＬＡＮＣＥ/東京



優勝

準優勝

第３位

第３位

藤井 佳子

川合 幸子

岸 雅江

藤井 由美

瑞穂クラブ/茨城

松草クラブ/神奈川

美鷹クラブ/東京

九十九/東京

九十九/東京 22

2 竹原瑞香 大宮スカット/埼玉 坂本裕子 大網クラブ/千葉 23

1 石川 充子 浜町卓研/東京 藤井 由美

松草クラブ/神奈川 24

4 古谷　みどり 平塚レディース/神奈川 西野　孝子 平塚レディース/神奈川 25

3 葛貫　良枝 高倉クラブ/神奈川 岩澤　由美子

美鷹クラブ/東京 26

6 岸 雅江 美鷹クラブ/東京 小林　葉子 川崎レディース/神奈川 27

5 小林 尚子 サザンスターズ/東京 山口 由志美

卓精会/東京 28

8 片寄　佐知子 松草クラブ/神奈川 栗原　弘子 ＣＯＬＯＲ/神奈川 29

7 亀井典子 大網クラブ/千葉 趙 冰

大田クラブ/東京 30

10 小林 佐登美 ＦＬＥＸ/東京 村松ひろみ S.K.U/埼玉 31

9 呂　永芳 蓮田市卓連/埼玉 知念 ゆかり

藤井　佳子
瑞穂クラブ

青葉クラブ/埼玉 32

12 和田 恵美子 千代田クラブ/東京 間口 澄子 浜町卓研/東京 33

11 若山　彩 浜卓会/神奈川 東　周子

3 - 0

千葉レディ-ス/千葉 34

14 金江　光江 川崎レディース/神奈川 荻田　久美子 相模原レディース/神奈川 35

13 久保田典子 柏クラブ/千葉 宮本靖子

科野　朋子 浜卓会/神奈川 39

17 高見真寿美 ウイニングショット/埼玉 川本 和枝

ｂｙｅ 36

16 磯部 典子 目黒不動クラブ/東京 松田 美恵子 双葉苦楽部/東京 37

15 高木　寿子 松草クラブ/神奈川

女子ローシックスティ記録

松草クラブ/神奈川 4221 藤井　佳子 瑞穂クラブ/茨城 川合　幸子

蓮田市卓連/埼玉 40

20 角　郷子 浜卓会/神奈川 石沢 真奈美 千代田クラブ/東京 41

19 田原 由子 天狗乃舞/東京 田村由琴

ホークス/東京 38

18 小寺　裕美 全横会/神奈川



優勝

準優勝

第３位

第３位

女子ハイシックスティ

ホークス/東京 35

18 坂本　久美 ＣＯＬＯＲ/神奈川 鶴田　昌枝 ＣＯＬＯＲ/神奈川 36

17 横尾　正代 川崎レディース/神奈川 石塚 陽子

HamaWing/神奈川 33

16 永嶋 正子 卓精会/東京 宮田　康子 鎌倉卓球クラブ/神奈川 34

15 須賀 良恵 千代田クラブ/東京

31

14 渡邉　美智子 茶の実/神奈川 小林 知香 卓美会/東京 32

13 水野 睦子 杉並卓球クラブ/東京 水越　正子

29

12 田中　美紀 山梨MTC/山梨 緑川　輝子 浜卓会/神奈川 30

11 張　富元 浜卓会/神奈川 松澤　鶴代

27

10 舟山かつえ 駒場クラブ/埼玉 伊藤 悦子 プレミアム/東京 28

9 長谷川　妙子 FAMILY/神奈川 鈴木　厚子

２－３

25

8 石井 とし子 皐月会/東京 石川 久江 トマト倶楽部/東京 26

7 石塚　明子 浜卓会/神奈川 尾子　朋子

鶴田 昌枝

23

6 小林 幸子 ホークス/東京 野見山小夜子 東浦和卓球センター/埼玉 24

5 奥山 起江 武蔵野クラブ/東京 北島 よし子

21

4 阿部　シズ江 FAMILY/神奈川 杉本　世里恵 横須賀レディース/神奈川 22

3 青木　文子 全横会/神奈川 山本寿美江

19

2 小林 友子 卓精会/東京 小松 敏子 ホークス/東京 20

1 日下部　鈴子 チャイム/神奈川 髙木和 恵子

鶴田　昌枝

坂本　久美

鈴木　厚子

長谷川　妙子

ＣＯＬＯＲ
神奈川

ＣＯＬＯＲ
神奈川

川崎レディース
神奈川

FAMILY
神奈川

千代田クラブ/東京

太洋歯科/神奈川

卓精会/東京

浜卓会/神奈川

ＣＯＬＯＲ
川崎レディース/神奈川

FAMILY/神奈川

森野　一枝

芙蓉クラブ/山梨



冠雲クラブ/東京 12

2 柴田　恵子 全横会/神奈川 谷中 和子 淑友クラブ/東京 13

1 粟生 京子 冠雲クラブ/東京 松岡 菊子

相模原レディース/神奈川 14

4 高橋邦子 千代田クラブ/千葉 佐々木　洋子 横須賀レディース/神奈川 15

3 佐々木 愛子 桐卓会/東京 粂川　せつ子

原田 かづ子

四街道太陽クラブ/千葉 16

6 島田 美鈴 淑友クラブ/東京 崎濱　東己 太洋歯科/神奈川 17

5 上原 照子 杉並卓球クラブ/東京 本荘陽子

２－３

武蔵野クラブ

浜卓会/神奈川 18

8 道村 朝子 松丘卓球クラブ/東京 金子 恭子 冠雲クラブ/東京 19

7 金子好子 千葉レディ-ス/千葉 井出　啓子

MISATO/埼玉 2211 澄川　徳恵 浜卓会/神奈川 東野京子

武蔵野クラブ/東京 20

10 生田目 榮子 ＮＴＣ/東京 石川　陽子 浜卓会/神奈川 21

9 吉永　幸子 MDttl/神奈川 原田 かづ子

中北　公子 浜卓会/神奈川 6

2 若林シゲ子 アフターズ/千葉 成島 糸美 トマト倶楽部/東京 7

1 太田 裕子 冠雲クラブ/東京

冠雲クラブ

太田 裕子

大久保　房子 蛍/神奈川 8

4 持田　眞弓 淑友クラブ/神奈川 ｂｙｅ 9

3 荻田　恵美子 浜卓会/神奈川

3 - 2

10

1 川田 節子 個人/東京 斉田　節子 浜卓会/神奈川 5

5 芝 清美 京卓クラブ/東京

長澤 征代

女子ローセブンティ　記録

女子ハイセブンティ　記録

女子エイティ　記録

長澤 征代 武蔵野クラブ/東京 8

２－３

4 安藤　幹枝 全横会/神奈川

小田島 玲子 たらの芽くらぶ/東京 6

3 土屋 慶子 卓美会/東京 天野　敏枝 全横会/神奈川 7

2 安藤 節子 武蔵野クラブ/東京

関根芳子 市川市レディース/千葉



女子ローセブンティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

女子ハイセブンティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

女子エイティ

優勝

準優勝

第３位

第３位

前田　恵美 瑞穂クラブ/茨城

土屋 慶子 卓美会/東京

関根芳子 市川市レディース/千葉

芝 清美 京卓クラブ/東京

成島 糸美 トマト倶楽部/東京

長澤 征代 武蔵野クラブ/東京

安藤 節子 武蔵野クラブ/東京

原田 かづ子 武蔵野クラブ/東京

高橋邦子 千代田クラブ/千葉

粂川　せつ子 相模原レディース/神奈川

島田 美鈴 淑友クラブ/東京

太田 裕子 冠雲クラブ/東京


