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松本　紗陽花 畑井　佳奈 小田中　理琴 鈴木　聖来 宮本　愛理 黒田　桃子 天野　里香 北郷　早姫

東村山ｼﾞｭﾆｱ 座間総合高 明治学院大 柏木学園高 立花学園高 横浜商業高 湘南ﾌﾟﾗﾑ 横浜商業高

杉本　恵 小野　桃寧 岩木　仁香 泉田　和抄 松山　遥香 萩野  雛子 天野　里香 青木　侑生

個人 文大杉並中 ＭＤｼﾞｭﾆｱ KYOWA KIRIN TTS 文大杉並中 たなかｸﾗﾌﾞ 湘南ﾌﾟﾗﾑ 文大杉並高

遠藤 夕香 松本　紗陽花 萩野  雛子 澁谷　奈月 中村　真子 堀　佑香 加藤  寿実 佐藤　七海

高津高校 東村山ｼﾞｭﾆｱ たなかｸﾗﾌﾞ JOKER Ｋ－ＲＭ 東海大相模高 ピクミン 横浜商業高

稲葉 文子 遠藤 夕香 下島　友梨香 斉藤　結 鎌田 美里 加藤 寿実 高倉 美樹 福永 友梨

丸山台中 高津高校 茅ヶ崎北陵高 たなかクラブ 平塚商業高 ＭＤ相模 ＭＤ相模 横浜創英高

平　和華緒 下山　秋帆 田口　未來 松原　恵 髙田　明佳里 斉藤　結 下島　友梨香 若林　咲

大正大学 日本航空高校 日本航空高校 日本航空高校 日本航空高校 たなかクラブ 茅ヶ崎北陵高校 横浜国立大学

高岩　萌枝 鬼頭　実沙 野澤　昌代 横山　永 山本　ゆり 平野　智子 福井沙也加 加藤　寿実

たなかクラブ 横浜創英高校 神南クラブ ＴＨＩＮＫ 嵐 ヨーラクラブ 東京工業大学 茅ヶ崎北陵高校

澁谷　奈月 武松　美衣 加藤　美咲 遠藤　寛子 中溝　明莉 岡田  亜友香 佐藤　愛香 泉田　朱音

ぺんぎん たなかクラブ 綾瀨高校 川崎市立橘高 MDｼﾞｭﾆｱ 綾瀨高校 茅ヶ崎北陵高  協和発酵キリンＴＴＳ

田中 真子 斉藤　愛唯 円道　沙紀 安藤　瞳 出口　泰子 尾登　万里子 川口 紗幸 真田 美海

日本航空高校 カリタス女子高校 國學院大學 國學院大學 國學院大學 綾瀨高校 日本航空高校 日本航空高校

古井　翔子 近藤　暢子 山際　咲子 徳丸　未来 木下亜矢香 田中　真子 小畠有希子 佐野　美侑

日本航空高校 追浜クラブ 東海大学 平塚商業 ぺんぎん 日本航空高校 日本航空高校 日本航空高校

井上　佳 山際　咲子 笠井　緑 岡部　咲 二梃木　彩 峰岸絵里香 川崎　葵 岡部　千香

東京女子体育大学 東海大学 横浜国大 関東学院大 厚木西高校 総電 茅ヶ崎北陵高校 西湘高校

菅　満里奈 澁谷　奈月 中野　ひとみ 上野　藍 秋田　留美子 菊地　志穂美 秋山　瑞紀 岡部　咲

湘南信用金庫 海老名高校 あすなろ 綾瀬高校 綾北中 綾北中 県立鶴見高 関東学院大

松井　佐知子 上野　藍 岡部　桃子 越地　友里 祐川　幸子 小村　友美 武　夏海 平野　智子

チャイム 綾高クラブ 山北卓球クラブ 海老名高校 今村クラブ 東海大学 綾高クラブ 関東学院大

松井佐知子 関谷　遙 平野智子 上野　藍 土屋　里織 武　夏海 須田なつき 浅尾　芽美

横浜・個人 藤岡東中 関東学院大 綾瀬高校 海老名高校 綾瀬高校 逗葉高校 相洋高校

秦　由利香 菅　満里奈 森園　美咲 柏木　美紀 浅川　恵美 関谷　遙 加藤　結香 平野　智子

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 横浜商業高 三鷹クラブ タナカクラブ ｴｰﾃｨﾃｽさくら 高崎市役所 横浜商業高 関東学院大

荻田　祐子 高橋　智美 菅　満里奈 長荒　このみ 小長谷　美貴 中村　玲奈 森田　未希 工藤　詩野

相原高校 相原高校 末吉中 横浜商業高 相原高校 横浜商業高 横浜商業高 相原高校ｸﾗﾌﾞ

高橋　奈々 佐藤　奈緒子 平野　智子 藪　真理奈 石井貴子 小林かおり 岡部桃子 中野美乃り

神奈川学園高 嵐 二宮高校 田浦中 大磯高校 神奈川学園高 西湘高校 個人

中澤　好美 吉岡　宏栄 三坂　笑美 平野　智子 熊沢由子 荻田　祐子 伊藤誘花 保田はる香

ＳＶＡ 茅ヶ崎北陵高 海老名高 二宮高校 横浜商業 相原高校 横浜商業高 横浜商業高

渡辺　時恵 前久保真奈美 岩崎　温子 高橋　奈々 長谷川恭子 荒井直子 松崎尚子 矢島　望

本庄第一高校 本庄第一高校 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 神奈川学園高 横浜商業高 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 本庄第一高校 本庄第一高校

中澤　好美 根本　佳代子 鎌田　沙織 栗田　幸恵 竹沢 石井 保坂 工藤

茅ヶ崎西浜高 華卓会 横浜商業高 横浜商業高 華卓会 横浜商業高 大磯高校 茅ヶ崎西浜高

藁科　玲子 栗田　幸恵 牧野　久美子 岡林　瑞佳 和田 中條雅美 田住 西田　泉

青蘭クラブ 横浜商業 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 茅ヶ崎西浜高 横浜商業高 茅ヶ崎西浜高 茅ヶ崎西浜高 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ
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一般女子の部

30 東日本大震災のため中止となりました。

第　 ３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８
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一般女子の部
第　 ３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８

秦　麻奈美 西田　泉 森藤　ひとみ 中條　雅美 甘粕 田住 長谷川 綾部

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 寒川中学校 茅ヶ崎西浜高 茅ヶ崎西浜高 茅ヶ崎西浜高 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 田中クラブ

森山　あづさ 西田　梓 藤原　加代 佐藤　理江 牧野久美子 小嶋美香 湯原 牧田

中原中学校 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 平塚江南高 西中原中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 平塚農業高 寒川中 寒川中

中村　綾子 北原　利奈 島田　彩 西田　梓 村守 松下 杉山啓子 森山あづさ

日産ｼﾞｭﾆｱ 茅ヶ崎西浜高 卓精会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓和クラブ 個人 個人

佐藤　麻衣 田中　美穂 岡崎　則子 根本　民子 内海妙子 井置 薩美歌林 中野

西中原中 田中クラブ ジョンソン 滝の沢中 滝の沢中 滝の沢中 滝の沢中 あすなろ

根本　民子 薩美　歌林 内海　妙子 岩本　麻須美 菅井 蛭谷 庄司 柏木

滝の沢中 滝の沢中 滝の沢中 梅丸クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 平塚学園高 綾瀬西高 大原高校

根本　民子 薩美　歌林 一井　彩子 鈴木　真理子 中島 大橋 望月 岩本麻須美

滝の沢中 滝の沢中 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 上溝卓球愛好会 からっ風 卓和クラブ 上溝卓球愛好会 梅丸クラブ

吉田　麻由美 安部川　真理 笹村　美智代 小島　幸子 岩本 奥山 鈴木 大中

卓和クラブ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ さくらクラブ 卓和クラブ 大原高校 大原高校 神田高校 大原高校

岸田　聡子 河野　文江 高橋 笹村　美智代 永松 広瀬 湯原節子 青木

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 寺尾中学校 寺尾中学校 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 小田原ＯＹＣ 小田原ＯＹＣ 卓和クラブ 大磯高校

河野　文江 湯原　節子 関山　由夏 鈴木　芳枝 臼井 小林 田中美穂 阿部

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 卓和クラブ 華卓会 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 青蘭クラブ 田中クラブ 秦野ママ

河野　文江 山中　百久子 関沢　亜紀 鈴木　芳枝 小林 小道野 小島幸子 笹村美智代

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 宇都宮ｸﾗﾌﾞ 青蘭クラブ 小田原卓友会 卓和クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

笹村　美智代 亀井　幸子 水口　美和子 青沢　カツ子 横井 安部川真理 小島幸子 瀬戸

田中クラブ 大原高校 高倉クラブ 田中クラブ 球楽会 田中クラブ 卓和クラブ 足柄高校

関沢　亜紀 平井　由規子 吉田 島　まり子 亀井 坂口真弓 藤本 山口

宇都宮ｸﾗﾌﾞ 御所見ｸﾗﾌﾞ 御所見ｸﾗﾌﾞ 小田原卓友会 大原高校 親子卓球ｸﾗﾌﾞ 卓友会 藤沢信金

須川　紀子 佐藤　久美子 福田 島　まり子 佐藤美芳 土屋 杉山みどり 泉脇聡子

東海大学 南台クラブ 河合クラブ 高倉クラブ 相洋高校 田中卓球 小田原卓友会 二宮高校

佐藤　久美子 河合　雅代 奥原 河合　美千世 八重樫 斉田 須川紀子 内藤

南台クラブ 河合クラブ 青蘭クラブ 河合クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ 南台クラブ 富士フィルム

内宮　良枝 猿渡　則子 今井　裕子 小川 佐藤 臼井 須川紀子 島まり子

青蘭クラブ 青蘭クラブ 南台クラブ 厚木 東海大学 藤沢信金 東海大学 小田原卓友会

今井　裕子 小笠原 加藤 猿渡　則子 渡辺 永島 佐藤 遠藤

南台クラブ 南台クラブ 青蘭高校 青蘭高校 青蘭高校 青蘭高校 ＡＴＣ 県相ＯＧ

猿渡　則子 加藤 岡村 渡辺 永島 甲斐 栗林

青蘭クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ 青蘭クラブ
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