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増田　華 下鳥　直 大久保奈々未 金山　幸子 石川  里咲 原田  茉穂 一杉　夢夏 北澤  春風

JUPIC ＭＫ広瀬 T.T.C平屋 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋 国府中 ぬまたくｸﾗﾌﾞ T.T.C平屋

杉田　くるみ 下鳥　直 近藤　琳 森下　すずか 須田　有奏 井上　もも華 宮前　心 一杉　夢夏

マイダス ＭＫ広瀬 KYOWA KIRIN TTS ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＭＫ広瀬 相模原ｼﾞｭﾆｱ 江陽中 ぬまたくｸﾗﾌﾞ

上田　紫乃 川村　碧子 山崎　真優菜 八幡　明日香 吉川  頌子 高橋　明 五十嵐みゆき 古山　愛梨

ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ ＴＳＩ ｼﾞｭﾆｱ  K＆Mｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ ｱｰﾌﾟｼﾞｭﾆｱ 八丈島ｼﾞｭﾆｱ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 鶴間中

小野　桃寧 大澤　唯歩稀 菊池  心音 宮本  愛理 竹谷  愛生 寒河江　愛香 萩野 雛子 渡辺　冬樹乃

偉関TTL ﾌｼﾞｲｹｼﾞｭﾆｱ 八丈島JC 鴨宮中 国府中 星野学園中 鴨宮中 尾久八幡中

松本　紗陽花 南雲　みみ 舘岡　夏奈 生沼　絢美 茅島　未和 八幡　晴香 木村　柚月 増田　彩水

東村山ｼﾞｭﾆｱ Lili 偉関ＴＴＬ たなかｸﾗﾌﾞ マイダス 岸田ｸﾗﾌﾞ 御成中 ＹＫ卓球ｸﾗﾌﾞ

松本　紗陽花 菅澤　杏花里 原田　侑希 稲葉　文子 萩野　舞子 中村　真子 千葉　愛梨 谷沢　茉優

東村山ｼﾞｭﾆｱ 酒匂卓球ｷｯｽﾞ 宇佐美卓球ｽﾎﾟｰﾂ少年団 丸山台中 たなかｸﾗﾌﾞ 翼の丘TTC 翼の丘TTC たなかｸﾗﾌﾞ

秋山　星 山本　あいり 大山　海沙 大澤　碧衣　 澤田　帆乃可 武山　莉子 瀬戸わかな 青木　優佳

マイダス 嵐 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋 富貴中 相模原ｼﾞｭﾆｱ 山北中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

高岩　萌枝 吉川　由 山田　未琴 中島　真悠 下島　友梨香 井出　知里 周　依琳 落合　映奈

たなかｸﾗﾌﾞ 鶴間中 山北中 ＴＬＣ．Ｊｒ 萩園中 萩園中 鶴間中 たなかｸﾗﾌﾞ

中本　有香 内海　楓香 山口　綾香 岩井　知夏 田口　恵 山川紗登美 新井　鈴音 下山　秋帆

東高津中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ T.T.C平屋 光 ＥＭＴＣ

渡辺　美芳 下山　夏音 小宮　千夏 大槻　汐香 齋藤　真菜 山口　綾香 小泉　華永 添田真里衣

T.T.C平屋 ＥＭＴＣ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 岸田クラブ T.T.C平屋 大磯中 大磯中

美濃口　千夏 苅部  未来 岡　真美江 秋田　佳菜子 斎藤　愛唯 柏木　温美 園田　有紀 太田　有美

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ 岸田クラブ 岸田クラブ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ meiji c.s.c. 日産ｼﾞｭﾆｱ

須藤　洸 青木　詩穂 福永　有紗 荒井　悠希　 中村　春菜 美濃口　千夏 林　みどり 田中　里奈

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 つつじヶ丘スポ少 T．T．C平屋 日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 個人 ＴＬＣ．Ｊｒ

阿部　実摘 中間　結美 鈴木　李歩 水村　彩乃 徳丸　未来 間崎　千夏 柏柳　伊代 本吉　未沙稀

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ つつじヶ丘スポ少 秋川クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 金目中 東高津中 金目中 マエスタ

榎本里奈 菊地　志穂美 笹本　野々香 三浦　由美子 吉谷　美咲 油矢　眞季 前野　奏子 安藤　瞳

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田ｸﾗﾌﾞ 三鷹ｸﾗﾌﾞ 三鷹ｸﾗﾌﾞ 嵐 戸出ｼﾞｭﾆｱ 華卓会 ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ

金江夏美 関谷　遙 南波　里香 榎本　里奈 菊地　彩 池田　祐梨奈 大塚　麗未 中山　朱莉

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 藤岡東中学校 冠雲ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 横須賀ﾘﾄﾙ 冠雲ｸﾗﾌﾞ 田浦中 宇佐美ｽﾎﾟ少

浅川恵美 上岡　由実 中村　有樹 田中　沙紀 東條　よし美 川瀬　愛 小佐野　香世 峰岸　絵里香

日中卓球 ウイング 冠雲ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ウイング 嵐 大磯中 千木良T.P.C

小川直子 田中　千章 藤島　和奈 森藤　みなみ 日浦　晴子 芦原　望 長岡　真利子 桑田　香織

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 寒川東中 北の台中 座間東中 寄中 寄中

貝川美季 高垣　杏奈 菅野　真結 高坂　恵理香 佐藤　奈緒子 小島　あゆみ 庄司　美有 池林　里紗

Seedling 南林間中 綾瀬城山中 座間東中 嵐 明大中野八王子中 南林間中 綾瀬城山中

森藤ひろみ 山崎朋恵 臼井麻奈美 中熊沙織 酒井 小長谷 笠井 水口

寒川東中 華卓会 華卓会 ＫＭＳＣ 華卓会 田中ｸﾗﾌﾞ 日産ｼﾞｭﾆｱ 伊勢原中

坂本真織 森田未希 吉岡宏栄 黒沢朋未 大貫裕美 石津 大門 福田妃沙子

日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ 華卓会 港北ｸﾗﾌﾞ 華卓会 華卓会

根本佳代子 竹沢直子 石川聡子 須原未紀 谷口陽子 熊沢 横田 佐藤

華卓会 華卓会 綾北中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中 ＫＭＳＣ 綾瀬中 華卓会
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30 東日本大震災のため中止となりました。
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中学１年生女子の部
第 　３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８

牧野久美子 秋沢飛鳥 鈴木祥恵 須原未紀 千田 中村 陳 金嶋

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 江陽中 志村三中 横浜山手中華 綾瀬中

秦麻奈美 倉野陽子 田中知佳 牧野沙奈美 稲川晴美 佐藤 森藤 阿部

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ＫＭＳＣ 寒川中 華卓会

斉藤睦実 森山あづさ 大堀舞香 酒井由貴 鈴木 村守 山野井 荒井

華卓会 ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 北の台中

佐藤麻衣 杉山啓子 中村綾子 牧田みのり 松永 荒井 白倉 田平

ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ 日産ｼﾞｭﾆｱ 御所見ｸﾗﾌﾞ 綾瀬城山中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 北陽中

杉山啓子 森山みどり 藤原加代 中村佳代子 児玉京子 鈴木 井上 渡辺

ＫＭＳＣ ＫＭＳＣ 浜岳中 田中ｸﾗﾌﾞ 国府中 寒川中 北陽中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

北原利奈 諸星由紀子 中原恵美 飯塚慶子 亀井 秋山 森屋 鈴木

浜須賀中 浜須賀中 綾瀬中 綾瀬中 睦合東中 深沢中 成瀬中 北の台中

一井彩子 高本裕子 今泉佐都子 山下絵里 内田 今野　茜 本田百都子 酒井

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 梅田中 善行中 善行中 成瀬中 綾瀬城山中 国府中 成瀬中

二見久美子 関山亜弓 東海林則子 金目麻子 内田 荒木 立原 庄司実希子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 北の台ｸﾗﾌﾞ 太洋中 港北ｸﾗﾌﾞ 大庭中 華卓会 北の台ｸﾗﾌﾞ

岸田聡子 太田智恵美 安藤紀子 加藤幸子 阿部 蛭谷 高田 奥山雅子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 鶴が台中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 上和田中 綾北中 萩園中 萩園中 二宮中

渡辺美樹 青木美恵 松原麻子 重田綾子 清水 平本 鈴木 鈴木

南郷ｸﾗﾌﾞ 大野ｸﾗﾌﾞ 南台ｼﾞｭﾆｱ 伊勢原ｸﾗﾌﾞ 寒川中 大船中 萩園中 大野ｸﾗﾌﾞ

鈴木芳枝 柳田美幸 荒川奈美江 神田綾子 吉田 横山幸子 渡辺真紀子 森永

宇都宮ｸﾗﾌﾞ 御所見ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 鶴が台中 西部ｼﾞｭﾆｱ 国府中 山王中 綾瀬中

松井玲子 飯田 野地恵子 清水 小川 西山 鈴木 南島

汲沢ｸﾗﾌﾞ 鶴が台中 鶴が台中 大野中 中島中 山王中 大野中 中島中

及川季代子 平井 市村夏枝 高橋 米谷 明神 馬場 竹内

なかよしｸﾗﾌﾞ 北の台中 大矢部中 野路クラブ 北の台中 綾瀬中 松本中 相模丘中

小池美佳子 小泉 坂口真弓 竹内 小倉 古味 加藤 添田智子

相模丘中 河合ｸﾗﾌﾞ 二宮親子卓球 御所見中 相模丘中 相模丘中 相模丘中 国府中

渡辺智子 安西 高崎 江崎 山口 村上 深井 小池

南郷中 相模丘中 相模丘中 綾瀬中 相模丘中 伊勢原中 綾瀬中 相模丘中

橋本 石川 吉崎 真野 寺本 稲次 船田 中村

酒匂中 酒匂中 山王中 伊勢原中 伊勢原中 伊勢原中 伊勢原中 山王中
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