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今井　京子 村上　雅子 廣瀬　　眞紀 向井　廣子 松井　征子 橋本　千織

ＭＤ相模
上溝卓球愛好

会
藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 浜町卓研 チェリオ チェリオ

村上　雅子 出口　悦子 宮本　美枝子 池田　美穂

双葉苦楽部 東山 卓友会 八王子ﾎﾟﾆｰ ふじみｸﾗﾌﾞ

古谷  みどり 武藤　和美 谷口　純子 池田　美穂 村山　直子 石川　恵里子

平塚卓栄会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓精会 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ Cassiopeia 大正同好会

赤松　杏子 出口　悦子 池田　美穂 古谷　みどり 小田　真理 高橋　房子

パステル ﾗﾌﾞｵｰﾙ町田 ふじみｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 ふじみｸﾗﾌﾞ 横浜花冠

村上　雅子 谷口　純子 古谷　みどり 池田　美穂 石川　和枝 赤松　杏子 高山　隆子 稲葉　康子

双葉苦楽部 卓精会 平塚卓栄会 中郡ﾚﾃﾞｨｰｽ 湘南信用金庫 追浜ｸﾗﾌﾞ ＳＳＣ ＬＥ　ＣＯＵＲＳ

村上　雅子 赤松　杏子 古谷みどり 鈴木　知華 渡邉　京子 佐藤　典子 科野　朋子 渡辺　ゆり

双葉苦楽部 追浜ｸﾗﾌﾞ ひばり 富士泉 全横浜ﾍﾞｱｰｽﾞ ＪＦＥｸﾗﾌﾞ 花水木 追浜ｸﾗﾌﾞ

鈴木　知華 中野　明美 藤巻三栄子 古谷みどり 西山久美子 金江　光江 芝宮　清美 小田　真理

富士泉 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 篠原ｸﾗﾌﾞ ひばり 花水木 綾瀬ｸﾗﾌﾞ 花水木 ふじみｸﾗﾌﾞ

古谷みどり 中野　明美 金江　光江 藤巻三栄子

ひばり 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 綾瀨ｸﾗﾌﾞ ＨＡＺＡＷＡ

葛貫　良枝 古谷みどり 熊倉　節子 宮崎　弘子 鈴木　千晶 川瀬　久枝 金江　光江 小田　真理

高倉ｸﾗﾌﾞ ひばり 追浜ｸﾗﾌﾞ ひばり 個人 ZERO 綾瀬ｸﾗﾌﾞ 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ

鶴田　昌枝 阿部シズ江 小田　真理 高木　寿子 中野　明美 川瀬久枝 東　美佐江 馬鳥　久美

湘南ｸﾗﾌﾞ 神南ｸﾗﾌﾞ 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ 不入斗ｸﾗﾌﾞ 藤沢卓球協会 ZERO 藤沢卓球協会 KTCクラブ

馬鳥　久美 須永　なつ子 佐藤　政子 川瀬　久枝 飯島　世津子 角田　高子 佐野　浩子

ＫＴＣクラブ サフラン あすなろ ＺＥＲＯ ＭＭＣ 西湘エース 個人

飯島　世津子 須永　なつ子 角田　高子 大橋　千草 吉田　さかえ

ＭＭＣ サフラン 西湘エース ふじみｸﾗﾌﾞ 個人

宇佐美　和子 飯島世津子 角田　高子 大石　菜美

プーベリー ＭＭＣ 大磯クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ

宇佐美　和子 緑川　輝子 今道　和子 飯島世津子

上溝卓球 ｴｰﾃｰｨｴｽさくら ＺＥＲＯ ＭＭＣ

清水　信子 角田　高子 原　泰子 飯島世津子 佐々木恵子 安木ちえ子

しらとり 大磯クラブ ぴゅあクラブ ＭＭＣ ウエーブス かなめ

庄司　文子 大森　節子 近江　孝子 飯島世津子 原田香代子

ＺＥＲＯ 望 ふれんず ＭＭＣ おてだま

庄司　文子 直井いつ子 大森　節子 青木　文子 若松　信子 佐野　英子 稲葉　恵子 青木　京

ＺＥＲＯ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 望 はまゆう 久里浜卓友 はまゆう 平塚卓栄会 瞬美館クラブ

井置節子 小野　則子 田篭　妙子 庄司　文子 阿部　正代 磯崎三枝子 角田　高子 直井いつ子

藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 鳩山 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ ＺＥＲＯ 綾瀬クラブ ＡＢ会 大磯クラブ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

庄司　文子 粂川せつ子 三留　洋子 抱　芳子 鳥塚　絹子 近江　孝子 松本 大坪　俊子

ＺＥＲＯ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 高倉クラブ ＴＫＣ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ ふれんず 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 浜卓会

大坪　俊子 小玉　悦子 三留　洋子 近江　孝子 直井いつ子 阿部　和 佐野 堀井

浜卓会 ひさぎクラブ 高倉クラブ ふれんず 相卓会 綾瀬クラブ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 友クラブ

小玉　悦子 大坪　俊子 伊藤　和子 岡田ひろ子 田代 石川 栗原 森

ひさぎクラブ 浜卓会　 田中クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 出雲クラブ 藤沢レディース 卓遊クラブ 港北クラブ

小玉　悦子 小島幸子 堀口　明実 佐藤　敬 大坪　俊子 河野 伊藤扶美子 渡辺　正子

アタック 卓和クラブ 平塚ｸﾗｰｼﾞｭ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 浜卓会 アタック 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 平塚ＭＭＣ

小島　幸子 伊藤扶美子 大坪　俊子 若松　信子 芝 木川美穂子 増田

卓和クラブ 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 浜卓会 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ 京卓ジュニア 個人 井ノ口クラブ
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ミドル女子（46歳以上）の部

30 東日本大震災のため中止となりました。
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ミドル女子（46歳以上）の部
第　 ３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８

小島　幸子 鳥塚　絹子 佐藤　敬 薩美　敏子 直井 中村 大坪　俊子 鈴木

卓和クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 個人 田中クラブ 浜卓会 旭卓愛クラブ

根本　敏子 伊藤扶美子 永田ミヨ子 吉田美代子 小川 井上 増田 田中

卓和クラブ 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 磯クラブ ふじ 田中クラブ 横須賀家庭婦人 井ノ口クラブ リトルキングス

根本　敏子 阿部ミツ子 竹内　和子 佐藤　敬 増田 松本 鈴木 石川

卓和クラブ おだわらＯＹＣ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 井ノ口クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎

根本　敏子 佐藤　敬 滝上　文子 関野サヨ子 工藤よね子 渡辺　正子 鈴木ヒサ子 石川

卓和クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 浜卓会 大磯体協 ビバクラブ 平塚家庭婦人 若草クラブ 茅ヶ崎

根本　敏子 竹内　和子 関野サヨ子 渡辺　正子 鈴木 平田　秋子 早田　守江 小平

卓和クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 大磯体協 平塚家庭婦人 横須賀 茅ヶ崎 二宮クラブ 逗子卓球ｸﾗﾌﾞ

根本　敏子 渡辺　正子 平田　秋子 越田 小平 七尾 斎藤ツネ子 早田　守江

卓和クラブ 平塚家庭婦人 球楽会 逗子卓球ｸﾗﾌﾞ 逗子卓球ｸﾗﾌﾞ 横須賀 大磯体協 二宮クラブ

早田　守江 平田　秋子 渡辺　愛子 阿部　尚江 西園 松永　長子 斎藤ツネ子

二宮クラブ 茅ヶ崎家庭婦人 千代卓 卓英クラブ 卓英クラブ りんどう 大磯体協

平田　秋子 早田　守江 渡辺　愛子 川口セ 青木 鈴木 松永　長子 斎藤ツネ子

茅ヶ崎家庭婦人 二宮クラブ 千代卓 高倉クラブ 平塚家庭婦人 千代卓 りんどう 大磯体協

渡辺　芳枝 根本　敏子 平田　秋子 川口

高倉クラブ 卓和クラブ 茅ヶ崎家庭婦人 卓シン

根本　敏子 平田　秋子 大久保 山田

卓和クラブ 茅ヶ崎家庭婦人 相模原わかくさ 平塚家庭婦人

関野サヨ子 大森 川口 小野 徐 君川 内藤 山田フ

大磯体協 卓和クラブ 卓シン 平塚家庭婦人 駒草クラブ 平塚家庭婦人 平塚家庭婦人 平塚家庭婦人

関野サヨ子 武内 高梨 三原 山田 豊田 早田守江 高橋

大磯体協 厚木クラブ 笹村クラブ 湘南ベテラン 平塚家庭婦人 二宮クラブ 平塚家庭婦人
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