
回 優　勝 準 優 勝

重田　潤子 大蔵　良子 蓮沼　佐乙里 長田　百合子 大山　良子

大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ ねぎま倶楽部 pink☆smash 湘南ﾌﾟﾗﾑ ＨＣＣ

永田　絵美理 廣瀬　眞紀 長田　百合子 蓮沼　佐乙里 加藤　和代

所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 湘南ﾌﾟﾗﾑ 所沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 咲楽会

村田　寿恵 廣瀬　眞紀 加藤　和代

日産追浜 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 咲楽会

武藤　和美 堤　夏枝 加藤　和代 廣瀬　眞紀

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 咲楽会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

村田　寿恵 武藤　和美 加藤　和代 阿部  佳代子

日産追浜 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 咲楽会 潮風ｸﾗﾌﾞ

武藤　和美 森川由美子 加藤　和代

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 パセリ 咲楽会

谷口　純子 加藤　和代 住岡　智子 瀬良美代子

卓精会 咲楽会 南戸塚 潮風ｸﾗﾌﾞ

村田　寿恵 石川　和枝 加藤　和代 田坂　佳子

追浜ｸﾗﾌﾞ 湘南信用金庫 咲楽会 アルファ

村田　寿恵 青木　京 石川　和枝 熊沢サオリ 天野みさ子

追浜ｸﾗﾌﾞ ＡＴＣ 湘南信用金庫 アリス 西桂ｸﾗﾌﾞ

下山　千恵 古谷みどり 石川　和枝 熊沢サオリ

ｻｻﾞﾝｽﾀｰｽﾞ ひばり 湘南信用金庫 アリス

古谷　みどり 内村　真理 渡辺　純子 小田　真理 武田　清美 金江　光江 熊沢　サオリ

ひばり 卓精会 卓精会 ふじみｸﾗﾌﾞ アクアマリン 綾瀬ｸﾗﾌﾞ 嵐

関谷　順子 古谷　みどり 宮崎　弘子 宮本　美枝子 池田　美穂 小田　真理 川瀬　久枝 熊沢　さおり

藤岡クラブ ひばり ひばり 八王子ポニ－ 相模ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ ＺＥＲＯ 嵐

関谷　順子 中島　優子 大森　しげみ 古谷　みどり 池田　美穂 井桁智栄子 小田　真理 永田　華子

藤岡クラブ 川崎・個人 ひばり ひばり ふじみｸﾗﾌﾞ 川崎・個人 ふじみクラブ ＷＯＲＫＳ

関谷　順子 池田　美穂 小田　真理 古谷　みどり

藤岡クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみクラブ ひばり

関谷　順子 古谷　みどり 大森　しげみ 池田 美穂

藤岡クラブ ひばり 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ふじみｸﾗﾌﾞ

関谷　順子 佐藤　裕子 山口　和美 橋本　淳子 池田 美穂 大森　しげみ

藤岡クラブ ＺＥＲＯ 三浦藤沢信金 丸善クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

関谷　順子 橋本　淳子 飯島　世津子 大森　しげみ 星野昌子

藤岡クラブ 丸善クラブ 平塚ＭＭＣ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ＦＦクラブ

北島　よし子 飯島　世津子 小田　真理 野崎　典子

卓精会 平塚ＭＭＣ ふじみクラブ 大磯クラブ

井置　節子 松下　二美代 大谷　恵子 飯島　世津子

藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 高倉クラブ ＴＫＣ 平塚ＭＭＣ

松下　二美代 大谷　恵子 半田　久美子 角田　あけみ 野崎　典子

高倉クラブ ＴＫＣ 華卓会 マリン茅ヶ崎 大磯クラブ

中山　美江子 金嶋　富久子 三留　洋子 土屋　幸子 松下　二美代

綾瀬クラブ 綾瀬クラブ 高倉クラブ ダイワクラブ 高倉クラブ

三留　洋子 飯島　世津子 鈴木　ヒサ子 土屋　幸子 野崎　典子 井上

高倉クラブ 平塚ＭＭＣ 若草クラブ ふじ 大磯クラブ 高倉クラブ

斎藤　正江 三留　洋子 永松　陽子 山崎　則子 飯島　世津子 近江　孝子 井上 吉田

卓精会 高倉クラブ 小田原ＯＹＣ 高倉クラブ 平塚ＭＭＣ ふれんず 高倉クラブ 卓和クラブ
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壮年女子（36歳以上）の部
第　 ３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８

井置　節子 斎藤　正江 松浦　慶子 池上　文子 稲葉 近江　孝子 高橋 飯島　世津子

藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 卓精会 ふれんず あすなろ 平塚卓栄会 ふれんず 鴨居クラブ 宇都宮クラブ

小島　幸子 鈴木　真理子 近江　孝子 土屋　幸子 門馬 麻生 阿部 石井

卓和クラブ 上溝卓球愛好会 ふれんず ダイワクラブ 卓友 みずき みずき 瞬美館クラブ

小島　幸子 井置　節子 吉田　美代子 土屋　幸子 播間 湯原 森田 近江　孝子

卓和クラブ 藤沢レディース さざなみ さざなみ 富士見クラブ 卓和クラブ 上溝卓球愛好会 ふれんず

山崎　秀子 吉田　美代子 岩崎　文子 近江　孝子 相原 島　まり子 足立 若菜

湘南卓球ｸﾗﾌﾞ さざなみ なでしこ ふれんず 平塚家庭婦人 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ ふれんず ビバクラブ

島　まり子 土屋　幸子 岩崎　文子 小島　幸子 近江孝子 柏倉 飯島　世津子 安部

湘南卓球ｸﾗﾌﾞ さざなみ なでしこ 卓和クラブ ふれんず さつきクラブ 宇都宮クラブ ふれんず

井上　盛子 河西　ヨシ子 抱　芳子 飯島　世津子 鈴木ヒサ子 山崎 照井 原田

鴨居卓球ｸﾗﾌﾞ ふじみクラブ 平塚家庭婦人 宇都宮クラブ 若草クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 高倉クラブ 平塚家庭婦人

根本　敏子 鈴木　ヒサ子 平山　恵美子 飯島　世津子 森谷 鈴木

卓和クラブ 若草クラブ 平塚家庭婦人 宇都宮クラブ 綾瀬クラブ 平塚家庭婦人

根本　敏子 土屋　幸子 田篭　妙子 渡辺　勝子 水口 河西ヨシ子 渡辺　正子 荒木

卓和クラブ 田中クラブ 明友クラブ ＹＭ卓友会 高倉クラブ ふじみクラブ 平塚家庭婦人 大庭クラブ

笹村　美智代 小島　幸子 渡辺　正子 河西　ヨシ子 斎藤ツネ子 飯島 竹内 工藤　よね子

高倉クラブ 卓泉 平塚家庭婦人 ふじみクラブ 大磯体協 あじさいｸﾗﾌﾞ 卓シン あじさいｸﾗﾌﾞ

香月　郁恵 小島　幸子 鈴木 藤本 鈴木 松本 一井 鈴木　ヒサ子

高倉クラブ 浜卓会 駒草クラブ 卓友会 平塚家庭婦人 東京螺子 卓友会 若草クラブ

水口　美穂子 小島　幸子 柏倉 鈴木 小山 鈴木ヒサ子 藤本 青池

青蘭クラブ 浜卓会 厚木 駒草クラブ ＹＭ あづま金 卓友会 タクシン

笹村　美智代 柏倉 竹内 鈴木　ヒサ子 大島 上野 渡辺　勝子 出口

笹村クラブ 笹村クラブ 藤沢ママ あづま火 厚木 厚木 YM卓球 平塚家庭婦人

渡辺　勝子 河合 山田 今井 荒川 渡辺 井上 鈴木　ヒサ子

YM卓球 高倉クラブ 卓友会 みなと おおいそ みなと ふじみクラブ 二宮クラブ
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