
2013　関東レディース　スマッシュ卓球大会　成績表
 　　　　　　日時　　平成　25年　5月 22日(水）

会場 横浜文化体育館
トーナ メント 優勝 2位 3位 3位

リーグ すばる（東京） 千代田ｸﾗﾌﾞ（東京） 茶の実（神奈川） チャイム（神奈川）

加　藤　順　子 高木和　恵　子 平　賀　須美子 日下部　鈴子

Ａ 町　田　美　和 和　田　恵美子 吉　垣　美　保 五條　清美

| 岡　安　尚　代 須　賀　良　恵 光　藤　敬　子 長谷川　恭子

１位 橋　本　淳　子 小　山　町　子 渡　辺　美智子 石井　佳子

松　永　真　理 安　田　美智子 熊　谷　眞　弓 堀川　千亜紀

Ａ 斉　藤　幸　子 鈴　木　清　子 黒　阪　有　紀 松井　佐知子

井　上　愛　子 加世田　洋　美

ウェルネス（東京） ＫＡＴＵｸﾗﾌﾞ（茨城） フェニックス（茨城） つくし（」神奈川）

ラ Ａ 大　倉　勝　子 高　橋　幸　子 樋　口　はつみ 近　江　マサ子

｜ 栗　原　昭　子 柳　井　千代子 高　沢　久美子 木　村　由美子

２位 栗　原　幸　代 折　原　由佳利 渡　辺　容　子 遠　藤　寿恵子

　畑　　喜美子 木　村　節　子 熊　谷　和　子 加　藤　美紀子

ン 崎　川　知　子 安　藤　宏　子 山　岡　静　江 小　澤　京　子

佐々木　和　美 米　川　静　香 小　市　タイ子 横　山　千代美

　堤　　菜穂子 津　田　信　子 遠　藤　光　江

ク コメット（東京） つみき（神奈川） ＹＴＣ（東京） 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ（神奈川）

Ａ 広　田　京　子 井　置　節　子 矢　島　美智子 石　田　昌　子

｜ 浅　井　真知子 田　篭　妙　子 早　田　百合子 大　槻　一　世

３位 四十物　裕　子 松　本　弘　子 石　塚　雅　子 酒　井　君　子

小宮山　久美子 小　山　由美子 水　野　淑　子 中　橋　晶　子

内　田　美江子 船　越　みどり 小　山　智　穂 佐　藤　優　子

土　江　美七子 吉　澤　明　子 佐　藤　智恵美 入　部　祥　子

飯　田　寿　江 藤　木　秋　子

あすなろ（神奈川） 朋友（神奈川） 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ（埼玉） くれよん（神奈川）

Ｂ 湯　本　ミ　ツ 原　田　栄 井　関　せつ子 神　原　芙美子

｜ 土　岐　洋　子 鳥　海　令　子 高　沢　喜枝子 鈴　木　弘　美

Ｂ １位 佐　藤　景　子 大　坪　加代子 伊　藤　睦　美 岩　下　和　美

小　川　貴美江 鈴　木　恵　子 桜　内　信　子 　東　　美佐江

佐　藤　政　子 石　上　孝　子 太　田　広　美 中　野　明　美

大　島　眞　弓 佐　藤　洋　子 新　井　悦　子 島　袋　ちず子

内　田　陽　子

ラ ひたちなかﾚＡ（茨城） 千葉レﾌﾚﾝｽﾞ（千葉） 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽB（千葉） 華ﾌﾚﾝｽﾞ（千葉）

Ｂ 眞　田　規志子 奥　津　かほる 吉　田　光　子 吉　田　つ　る

｜ 松　前　則　子 石　渡　陽　子 山　本　みち子 高須賀　睦　子

２位 飛　田　稔　子 高　橋　裕　子 小曽根　知　子 矢　野　哲　子

ン 小　原　百合子 砂　川　節　子 大　高　晶　子 根　本　清　子

鈴　木　く　に 島　田　和　子 佐　藤　かおる 徳　永　恵美子

竹　中　由紀子 白　川　京　子 今　野　春　美 志　水　朱　美

田　中　のぞみ

ク ＳＰＣ（茨城） ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神奈川） 川崎ﾚ胡桃（神奈川） 千葉レ華（千葉）

Ｂ 諏　訪　はつ江 佐々木　志　伸 栗　崎　香　住 山　本　とみ子

｜ 高　橋　明　美 奈良部　幸　子 平　賀　かえで 江　良　町　子

３位 山　口　芳　子 平　崎　勝　子 武　田　光　枝 新　田　玲　子

三　田　かをり 木　川　美恵子 久　保　弘　子 吉　永　よし子

舘　野　篤　子 佐　藤　千　香 後　藤　照　子 浜　野　孝　子

大　川　恵久代 木　幡　美　和 鈴　木　静　江 斉　藤　久美子

須　藤　美都子



平成25年 5月22日(水)
横浜文化体育館

Ａランク（１位トーナメント）

１・２ｺｰﾄ ３・４ｺｰﾄ
三峰 どんぐり ＹＴＣ 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ１） （Ａ８） すばる ﾌｪﾆｯｸｽ 磯子クラブ

（埼玉） （神奈川） （東京） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

チャイム KATSUｸﾗﾌﾞ 卓精会 （Ａ２） （Ａ９） 千代田ｸﾗﾌﾞＢ 三菜会 川崎ﾚKAME

（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （神奈川） （神奈川）

九十九Ａ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ 茶の実Ｂ （Ａ３） （Ａ１０） 大宮ｽｶｯﾄ 本町ｸﾗﾌﾞ コスモ

（東京） （千葉） （神奈川） （埼玉） （東京） （神奈川）

オオルリｸﾗﾌﾞ コメット つくし （Ａ４） （Ａ１１） つばさｸﾗﾌﾞＡ つみき トトロ

（栃木） （東京） （神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川）

川崎ﾚ馬場 金沢ﾁｪﾘｰ ひよこｸﾗﾌﾞ （Ａ５） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ キャロット 南クラブ

（神奈川） （神奈川） （東京） （東京） （千葉） （神奈川）

川崎ﾚ森 杉並卓友 しらとり （Ａ６） （Ａ１３） 茶の実Ａ 常陸卓連 ウェルネス 芙蓉

（神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川） （茨城） （東京） （東京）

千代田ｸﾗﾌﾞＡ 双葉台ｸ 全横会Ａ （Ａ７）

（東京） （茨城） （神奈川）

優勝 すばる （東京）

2位 千代田クラブＡ （東京）

3位 茶の実Ａ （神奈川）

3位 チャイム （神奈川）

2013 関東レディース スマッシュ卓球大会 成績表



Ａランク（２位トーナメント）

５・６ｺｰﾄ ７・８ｺｰﾄ
三峰 どんぐり ＹＴＣ 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ１） （Ａ８） すばる ﾌｪﾆｯｸｽ 磯子クラブ

（埼玉） （神奈川） （東京） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

チャイム KATSUｸﾗﾌﾞ 卓精会 （Ａ２） （Ａ９） 千代田ｸﾗﾌﾞＢ 三菜会 川崎ﾚKAME

（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （神奈川） （神奈川）

九十九Ａ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ 茶の実Ｂ （Ａ３） （Ａ１０） 大宮ｽｶｯﾄ 本町ｸﾗﾌﾞ コスモ

（東京） （千葉） （神奈川） （埼玉） （東京） （神奈川）

オオルリｸﾗﾌﾞ コメット つくし （Ａ４） （Ａ１１） つばさｸﾗﾌﾞＡ つみき トトロ

（栃木） （東京） （神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川）

川崎ﾚ馬場 金沢ﾁｪﾘｰ ひよこｸﾗﾌﾞ （Ａ５） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ キャロット 南クラブ

（神奈川） （神奈川） （東京） （東京） （千葉） （神奈川）

川崎ﾚ森 杉並卓友 しらとり （Ａ６） （Ａ１３） 茶の実Ａ 常陸卓連 ウェルネス 芙蓉

（神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川） （茨城） （東京） （東京）

千代田ｸﾗﾌﾞＡ 双葉台ｸ 全横会Ａ （Ａ７）

（東京） （茨城） （神奈川）

優勝 ウェルネス （東京）

Ａランク（３位トーナメント）

９・１０ｺｰﾄ １１・１２ｺｰﾄ
三峰 どんぐり ＹＴＣ 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ （Ａ１） （Ａ８） すばる ﾌｪﾆｯｸｽ 磯子クラブ

（埼玉） （神奈川） （東京） （神奈川） （東京） （茨城） （神奈川）

茶の実Ａ 常陸卓連 ウェルネス 芙蓉（Ａ１３－４） （Ａ９） 千代田ｸﾗﾌﾞＢ 三菜会 川崎ﾚKAME

（神奈川） （茨城） （東京） （東京） （東京） （神奈川） （神奈川）

チャイム KATSUｸﾗﾌﾞ 卓精会 （Ａ２） （Ａ１０） 大宮ｽｶｯﾄ 本町ｸﾗﾌﾞ コスモ

（神奈川） （茨城） （東京） （埼玉） （東京） （神奈川）

九十九Ａ 市川市ﾚﾃﾞｨｰｽＡ 茶の実Ｂ （Ａ３） （Ａ１１） つばさｸﾗﾌﾞＡ つみき トトロ

（東京） （千葉） （神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川）

オオルリｸﾗﾌﾞ コメット つくし （Ａ４） （Ａ１２） 大田ｸﾗﾌﾞ キャロット 南クラブ

（栃木） （東京） （神奈川） （東京） （千葉） （神奈川）

川崎ﾚ馬場 金沢ﾁｪﾘｰ ひよこｸﾗﾌﾞ （Ａ５） （Ａ１－４） 三峰 どんぐり ＹＴＣ 保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ

（神奈川） （神奈川） （東京） （埼玉） （神奈川） （東京） （神奈川）

川崎ﾚ森 杉並卓友 しらとり （Ａ６） （Ａ１３） 茶の実Ａ 常陸卓連 ウェルネス 芙蓉

（神奈川） （東京） （神奈川） （神奈川） （茨城） （東京） （東京）

千代田ｸﾗﾌﾞＡ 双葉台ｸ 全横会Ａ （Ａ７）

（東京） （茨城） （神奈川）

優勝 コメット （東京）



Bランク（１位トーナメント）

１３～１７ｺｰﾄ １８～２２ｺｰﾄ

我孫子ﾚＡ(千） ＥＤＡｸ（神） 逗子レ（神） （B1) （B13)ひたちなか(茨）ｓｍｉｌｅofｌｏｖｅ（東） 大野南（神）

野田ﾚ（千） 相ﾚ上卓（神） 本町ｸＣ（東） （B2) （B14) ＡＲＳ（Ｂ）（東） 港南ｸﾗﾌﾞ（神） 所沢レ（埼）

寒川ﾚ（神） 花水木（茨） 川ﾚ胡桃（神） （B3) （B15) 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 印西ｸﾗﾌﾞ（千） かりん（神）

華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）海老名ﾚＢ（神） （B4) （B16) 九十九Ｂ（東） 千葉ﾚ華（千） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

平塚レ（神） 水戸ﾚB（茨） くれよん（神） （B5) （B17)金沢ﾁｪﾘｰ（神） 中郡ﾚ（神） 牛久Ｓ．Ｃ（茨）

大和ﾚA（神） 冬青ｸﾗﾌﾞ（東）若草卓球（千） （B6) （B18)秦ﾚみずき（神）ＭＪあじさい（群） 大和ﾚＢ（神）

調布卓連（東） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千）（B7) （B19) ＳＳＰ（神） つばさｸ（東） 市川市ﾚＣ(千）

秦野ﾚ（神） ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼）あすなろ（神） （B8) （B20) ゆうゆうｸ（千） 楽和ｸﾗﾌﾞ（東） あすなろ（神）

ＡＲＳ（Ａ）（東） ＳＰＣ（茨） 四葉会（神） （B9) （B21) ＺＡＭＡ（神） 雅ｸﾗﾌﾞ（茨） 海老名ﾚＡ（神）

千葉幕張（千） 西湘レ（神） 一一会（神） （B10) （B22) 市川市ﾚＢ(千） ｽﾄﾗｲｸ（神） 大庭ｸﾗﾌﾞ（神）

友ｸﾗﾌﾞ（神） 本町ｸＡ（東） 朋友（伊） （B11) （B23)ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神） 我孫子ﾚＢ（千） 横須賀レ（神）

日立ﾚ（茨） 卓ｯｷｰｽﾞ（東）鎌倉ﾚｸ連（神）（B12) （B24) 水戸ﾚＡ（茨） ＡＲＳ（Ｃ）（東） 若草ｸﾗﾌﾞ（神）

優勝 あすなろ（神奈川） 2位 朋友（神奈川） 3位 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ（埼玉）３位 くれよん（神奈川）

Bランク（２位トーナメント）

２３～２７ｺｰﾄ ２８～３２ｺｰﾄ

我孫子ﾚＡ(千） ＥＤＡｸ（神） 逗子レ（神） （B1) （B13)ひたちなか(茨）ｓｍｉｌｅofｌｏｖｅ（東） 大野南（神）

野田ﾚ（千） 相ﾚ上卓（神） 本町ｸＣ（東） （B2) （B14) ＡＲＳ（Ｂ）（東） 港南ｸﾗﾌﾞ（神） 所沢レ（埼）

寒川ﾚ（神） 花水木（茨） 川ﾚ胡桃（神） （B3) （B15) 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 印西ｸﾗﾌﾞ（千） かりん（神）

華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）海老名ﾚＢ（神） （B4) （B16) 九十九Ｂ（東） 千葉ﾚ華（千） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

平塚レ（神） 水戸ﾚB（茨） くれよん（神） （B5) （B17)金沢ﾁｪﾘｰ（神） 中郡ﾚ（神） 牛久Ｓ．Ｃ（茨）

大和ﾚA（神） 冬青ｸﾗﾌﾞ（東）若草卓球（千） （B6) （B18)秦ﾚみずき（神）ＭＪあじさい（群） 大和ﾚＢ（神）

調布卓連（東） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千）（B7) （B19) ＳＳＰ（神） つばさｸ（東） 市川市ﾚＣ(千）

秦野ﾚ（神） ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼）あすなろ（神） （B8) （B20) ゆうゆうｸ（千） 楽和ｸﾗﾌﾞ（東） あすなろ（神）

ＡＲＳ（Ａ）（東） ＳＰＣ（茨） 四葉会（神） （B9) （B21) ＺＡＭＡ（神） 雅ｸﾗﾌﾞ（茨） 海老名ﾚＡ（神）

千葉幕張（千） 西湘レ（神） 一一会（神） （B10) （B22) 市川市ﾚＢ(千） ｽﾄﾗｲｸ（神） 大庭ｸﾗﾌﾞ（神）

友ｸﾗﾌﾞ（神） 本町ｸＡ（東） 朋友（伊） （B11) （B23)ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神） 我孫子ﾚＢ（千） 横須賀レ（神）

日立ﾚ（茨） 卓ｯｷｰｽﾞ（東）鎌倉ﾚｸ連（神）（B12) （B24) 水戸ﾚＡ（茨） ＡＲＳ（Ｃ）（東） 若草ｸﾗﾌﾞ（神）

優勝 ひたちなかﾚﾃﾞｨｰｽ（茨城）



Bランク（３位トーナメント）

３３～３６ｺｰﾄ ３７～４０コート

我孫子ﾚＡ(千） ＥＤＡｸ（神） 逗子レ（神） （B1) （B13)ひたちなか(茨）ｓｍｉｌｅofｌｏｖｅ（東） 大野南（神）

野田ﾚ（千） 相ﾚ上卓（神） 本町ｸＣ（東） （B2) （B14) ＡＲＳ（Ｂ）（東） 港南ｸﾗﾌﾞ（神） 所沢レ（埼）

寒川ﾚ（神） 花水木（茨） 川ﾚ胡桃（神） （B3) （B15) 綾瀬ｸﾗﾌﾞ（神） 印西ｸﾗﾌﾞ（千） かりん（神）

華ﾌﾚﾝｽﾞ（千） 磯子ｸﾗﾌﾞ（神）海老名ﾚＢ（神） （B4) （B16) 九十九Ｂ（東） 千葉ﾚ華（千） ﾏﾘﾝ茅ヶ崎（神）

平塚レ（神） 水戸ﾚB（茨） くれよん（神） （B5) （B17)金沢ﾁｪﾘｰ（神） 中郡ﾚ（神） 牛久Ｓ．Ｃ（茨）

大和ﾚA（神） 冬青ｸﾗﾌﾞ（東）若草卓球（千） （B6) （B18)秦ﾚみずき（神）ＭＪあじさい（群） 大和ﾚＢ（神）

調布卓連（東） ｸﾛｰﾊﾞｰ（神）千葉ﾌﾚﾝｽﾞ（千）（B7) （B19) ＳＳＰ（神） つばさｸ（東） 市川市ﾚＣ(千）

秦野ﾚ（神） ＴＫＯｸﾗﾌﾞ（埼）あすなろ（神） （B8) （B20) ゆうゆうｸ（千） 楽和ｸﾗﾌﾞ（東） あすなろ（神）

ＡＲＳ（Ａ）（東） ＳＰＣ（茨） 四葉会（神） （B9) （B21) ＺＡＭＡ（神） 雅ｸﾗﾌﾞ（茨） 海老名ﾚＡ（神）

千葉幕張（千） 西湘レ（神） 一一会（神） （B10) （B22) 市川市ﾚＢ(千） ｽﾄﾗｲｸ（神） 大庭ｸﾗﾌﾞ（神）

友ｸﾗﾌﾞ（神） 本町ｸＡ（東） 朋友（伊） （B11) （B23)ｽﾏｲﾙｸﾗﾌﾞ（神） 我孫子ﾚＢ（千） 横須賀レ（神）

日立ﾚ（茨） 卓ｯｷｰｽﾞ（東）鎌倉ﾚｸ連（神）（B12) （B24) 水戸ﾚＡ（茨） ＡＲＳ（Ｃ）（東） 若草ｸﾗﾌﾞ（神）

優勝 ＳＰＣ（茨城）


