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植田　杏 堀江　こぺり 川村　碧子 岡野　華奈 井ノ口 侑果 宮前  心 森下 すずか 上條  夏芽

T.T.C平屋 卓精会 TSIｼﾞｭﾆｱ JUPIC JUPIC 江陽中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田ｸﾗﾌﾞ

木田　美佑里 下鳥　郁 関谷　咲花 五十嵐　みゆき 富樫　杏友 湯川　春菜 池栗須　虹呼 岡野　咲希

千木良T.P.C ＭＫ広瀬 team蛇の目 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 旭陵中 酒匂卓球ｷｯｽﾞ 酒匂卓球ｷｯｽﾞ 相模原ｼﾞｭﾆｱ

鯨津　萌々子 石﨑　藍 木田　美佑里 矢口　愛美 須永　真央 渡辺　冬樹乃 佐野  永愛 大木　日向

 K＆Mｼﾞｭﾆｱ 栄中 千木良T.P.C 富士見中 栄中 尾久八幡中 嵐 栄中

松本　紗陽花 武山　真子 木田　美佑里 新井和夏葉 土屋こまち 生沼　絢美 増田　彩水 小髙　莉奈

東村山ｼﾞｭﾆｱ 大沢中 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 丸子橋卓球ｽﾀｼﾞｵ 酒匂中 たなかｸﾗﾌﾞ 磐田城山中 偉関TTL

稲葉　文子 斉藤　結 萩野　舞子 浪岡　真凜 梅田　奏音 齊木　七虹 米山　莉央 武田  奈々

丸山台中 たなかｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ ボッシュ 岸田ｸﾗﾌﾞ 岡津中 嵐 アープｼﾞｭﾆｱ

長﨑　美柚 東山もも花 斉藤　結 青木　優佳 久慈香菜子 梅田　奏音 大澤　碧衣 山本あいり

岸田ｸﾗﾌﾞ 内灘中 たなかｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾁｰﾑ東 T.T.C平屋 嵐

長﨑　美柚 藤井　祐衣 高岩　萌枝 吉川　由 谷内田　優花 武松　美衣 阿部　真衣子 吉永瑠衣花

岸田ｸﾗﾌﾞ 岸田ｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ 鶴間中 大沢中 酒匂中 北の台中 MDｼﾞｭﾆｱ

尾島　奏穂 斉藤　真菜 岩井　知夏 加藤　亜実 髙倉　美樹 内海　楓香 中溝　明莉 八代　莉帆

市貝中 カリタス女子中 横浜ｼﾞｭﾆｱ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 鶴間中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＭＤｼﾞｭﾆｱ 岸田ｸﾗﾌﾞ

太田　有美 鈴木　円花 野方　奈摘 佐藤　栞 大槻　汐香 遠藤　寛子 新田　夕貴 君島　愛菜

日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 日産ｼﾞｭﾆｱｸﾗﾌﾞ 東高津中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 西中原中 朝陽中 たなかｸﾗﾌﾞ

須藤　洸 斎藤　愛唯 柏木　温美 笛木このみ 鈴木　由嘉 下山　冬花 柳沢　舞子 杉本　聖鳳　　

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 岸田クラブ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ T.T.C平屋 横浜山手中華学校 ＥＭＴＣ たなかｸﾗﾌﾞ 山北中

阿部　実摘 須藤　洸 青木　詩穂 佐藤　瑶子 高山　ちなみ 園田　枝里 鈴木　明日香 杉山　実咲

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ meiji c.s.c. 日産ｼﾞｭﾆｱ 国府中

阿部　実摘 橘川　理菜 柏木　美輝 渡部　はる香 秋田　留美子 重里　愛 水村　彩乃 榎本　里奈

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 横須賀ﾘﾄﾙｸﾗﾌﾞ 綾北中 たなかｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

榎本　里奈 伊藤　瑞花 前野　奏子 安藤　瞳 北村　里織 鈴木　愛未 荒井　美優 太田ちひろ

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ 山王中 国府中 山王中 つつじヶ丘ｽﾎﾟ少

坂本瑞穂 田中沙紀 中島郁佳 田中　楽 伊藤端花 大森香織 金江夏美 中山朱莉

華頂女子中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華頂女子中 華頂女子中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華頂女子中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 宇佐美ｽﾎﾟ少

保科しおり 伊藤端花 吉田奈緒美 中村有樹 佐々木　歩 安藤　仁美 市川　阿紗子 中嶋　聖菜

港北ｸﾗﾌﾞ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田浦中 冠雲ｸﾗﾌﾞ 宇佐美ｽﾎﾟ少 寄中 ﾀﾅｶｸﾗﾌﾞ 山王中

伊積ひかり 秦　由利香 小川直子 田中千章 鈴木延枝 広瀬美乃理 田中優貴 藤島和奈

ＩＦＣ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田浦中 隼人中 綾北中 綾北中

秦　由利香 菅野真結 池林里紗 藪真理奈 寺尾　唯 佐野直美 庄子美有 佐藤奈緒子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中 綾瀬城山中 田浦中 綾瀬城山中 鶴嶺中 南林間中 嵐

中熊沙織 堀内亜実 小菅美樹 石橋　梓 増井加奈 安藤沙智 山口廣子 山崎沙耶香

ＫＭＳＣ 綾瀬城山中 綾瀬城山中 南林間中 綾瀬城山中 南林間中 秦野本町中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

福田妃沙子 荒井直子 大貫裕美 岩崎温子 柏木 大門 吉岡宏栄 黒沢朋未

華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田中ｸﾗﾌﾞ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＫＭＳＣ

根本佳代子 荒井直子 須原未紀 谷口陽子 三坂 竹沢直子 鈴木 大滝

華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中 伊勢原中 華卓会 日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ

牧野久美子 橋本真沙紀 秋沢飛鳥 金子友美 綱島 簑島万実 武藤 鈴木祥恵

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ｽﾘｰｴｽ 華卓会 綾北中 綾北中 国府中 綾瀬中 華卓会
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中学２年生女子の部
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秦麻奈美 大橋香織 稲川晴美 西田　泉 長田 八木 長谷川 倉野陽子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 豊田町卓球ｸﾗﾌﾞ 華卓会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 江陽中 日産ｼﾞｭﾆｱ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会

斉藤睦実 酒井由貴 湯原美保 森山あづさ 奈良 牧田 荒井 金子

華卓会 華卓会 寒川中 川崎中原中 南林間中 寒川中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾瀬城山中

西田　梓 森重慶子 湯原美保 桜庭　綾 根村 杉山啓子 高橋 柏倉

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 淑徳学園 寒川中 淑徳学園 淑徳学園 ＫＭＳＣ 淑徳学園 睦合東中

西田　梓 斉藤章恵 藤原加代 中村佳代子 鈴木 中山 亀山 笹井

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 華卓会 浜岳中 田中ｸﾗﾌﾞ 寒川中 綾瀬中 寒川中 寒川中

柏倉宏美 滝沢　茜 杉本　梢 北原利奈 周 熊沢 関野 高橋

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 綾北中 中沢中 浜須賀中 日産ｼﾞｭﾆｱ 松田中 梅田中 日産ｼﾞｭﾆｱ

布施敦子 今野　茜 吉開由理 小柳順子 今野　歩 草刈 小俣 東　美香

伊勢原中 綾瀬城山中 上和田中 上和田中 綾瀬城山中 上和田中 大船中 国府中

二見久美子 庄司実希子 吉田和恵 鈴木由美 近田 野川 吉川睦美 加藤佐知子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 北の台中 大船中 北の台中 北の台中 土沢中 国府中 国府中

岸田聡子 安藤紀子 太田智恵美 池田敏代 鈴木　真 斉藤 加藤幸子 奥山雅子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 鶴が台中 田中ｸﾗﾌﾞ 綾瀬中 綾瀬中 上和田中 二宮中

蛭田麻里子 岸田朋子 臼井亜希子 田中美穂 清水 岩本 岩間 青木美恵

上和田中 上和田中 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 田中ｸﾗﾌﾞ 大野中 中沢中 上和田中 大野中

渡辺真紀子 高瀬由紀 横山幸子 藤川智砂 生田嶋真実 鈴木千鶴 越野八重子 高済

山王中 大船中 国府中 山王中 国府中 国府中 国府中 大津中

山中百々子 永井　薫 野地恵子 松井玲子 橋本 三浦 鈴木　千 安西

宇都宮ｸﾗﾌﾞ 綾瀬中 鶴が台中 汲沢中 成瀬中 鶴が台中 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 中島中

関沢亜紀 坂口真弓 高橋 山中百々子 市村夏枝 菊地 飯塚 及川季代子

宇都宮ｸﾗﾌﾞ 国府中 野路ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 大矢部中 ＶＦ卓研 中沢中 なかよしｸﾗﾌﾞ

青池優美 平井 原 小池美佳子 西村 大貫 福田 大賀

河合ｸﾗﾌﾞ 河合ｸﾗﾌﾞ 二宮親子卓球 相模丘中 鶴が台中 山王中 河合クラブ 綾瀬城山中

河合雅世 山口 志村 中村 深瀬 渥美 橘川 江口

河合ｸﾗﾌﾞ 相模丘中 相模丘中 相模丘中 北の台中 北の台中 綾北中 北の台中

坂本真理子 新倉 稲次 大谷まり 吉川 工藤 各務るり子 船田

綾瀬中 綾瀬中 伊勢原中 国府中 北の台中 北の台中 国府中 伊勢原中

曽根綾子 杉山悦子 北村 斉藤直美 並木 杉山 加藤玲子 石田

国府中 国府中 山王中 国府中 浜岳中 伊勢原中 国府中 伊勢原中
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