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石川　充子 古谷　みどり 小倉　たか子 小田　真理

浜町卓研 平塚卓栄会 明卓会 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ

菊池　郁子 小田　真理 田口まき子 柴家　元子 尾子　朋子 角田　高子 木梨　清美 宮野　多美子

不入斗ｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ ﾁｰﾑTAISHO 南ｸﾗﾌﾞ ストライク 大磯ｸﾗﾌﾞ ｽﾍﾟｰｽﾌﾚﾝﾄﾞｸﾗﾌﾞ ﾏﾘﾝ茅ヶ崎

高木　寿子 角田　高子 中野　明美 波戸場　登美江 二見　陽子 尾子　朋子 宮野　多美子 小澤　芙喜子

松草ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 北條ｸﾗﾌﾞ 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ ストライク ﾏﾘﾝ茅ヶ崎 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ

小倉  たか子 中野　明美 若菜　友代 小林　たえ子 村上　加恵 柴家　元子 渡辺  みどり 河手 洋子

もえぎ野 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ もえぎ野 大磯ﾋﾞﾊﾞｸﾗﾌﾞ 南クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 湯河原ｸﾗﾌﾞ

柴家　元子 小倉  たか子 尾子　朋子 山本  寿美江 高橋　三千子 畑山　ちえ子 三留　恵美子 宮野　多美子

南クラブ もえぎ野 スピッツ カンパニュラ 南戸塚 さくら 南戸塚 ﾏﾘﾝ茅ヶ崎

熊倉　節子 柴家　元子 川島　悦子 佐藤富美子 小池トシミ 角田　高子 福永美紀子 能野　英子

追浜ｸﾗﾌﾞ 南･きりがおかｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 追浜ｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 大磯ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ

熊倉　節子 神谷　恵美子 高橋　三千子 脇　幸子 田口　まき子 鈴木　しず子 木川　美恵子 森田　佳世子

追浜ｸﾗﾌﾞ 卓伸会 一一会 ふじみｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ ﾖｰﾗｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 篠原ｸﾗﾌﾞ

角田　高子 田口まき子 熊倉　節子 加藤　次枝 柏木美智子 笹瀬美代子 出間　知子 山本寿美江

大磯ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ すとっく すとっく 個人 なでしこ カンパニュラ

直井いつ子 小俣　洋子 角田　髙子 山崎　則子 脇　幸子 阿部　涼子 須永なつ子 播磨　匠子

個人 スピッツ 大磯ｸﾗﾌﾞ 高倉ｸﾗﾌﾞ 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ 鶴ッチュウｸﾗﾌﾞ 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ 平塚ﾚﾃﾞｨｰｽ

直井いつ子 須永なつ子 小俣　洋子 今道　和子 赤尾美佐子 脇　幸子 向口志藻子 塚田　嘉子

個人 サフラン スピッツ ZERO 藤沢卓球協会 二宮ふじみｸﾗﾌﾞ 鎌倉卓球ｸﾗﾌﾞ スピッツ

佐藤　敬 河淵　あや子 若松　信子 角田　セツ 桜井　喜代 直井いつ子

藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 湘南横須賀 大津同好会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 個人 個人

桜井　喜代 直井　いつ子 赤尾　美佐子 藤田　康子 鈴木　京子 大坪　俊子

個人 個人 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 東芝 二宮ｸﾗﾌﾞ 横浜ベテラン会

佐藤　節子 直井　いつ子 大坪　俊子 堺田　温子 佐藤　恒子 田篭　妙子 藤田　康子 高崎己知江

藤沢ﾚﾃﾞｰｽ 個人 横浜ベテラン会 大正卓球同好会 大正卓球同好会 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 東芝 寒川卓球協会

直井　いつ子 大坪　俊子 高野　和子 関野　サヨ子 大蔵佳寿子 脇　幸子 相田　悦子 鈴木美枝子

相模原ベテラン 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 しらとり 朋友クラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ ふじみクラブ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 衣笠卓球

佐藤　敬 小玉　悦子 尾崎　弘子 大蔵佳寿子 中本　歌子 堺田　温子 安藤　幹枝 高野　和子

藤沢卓ピン会 ひさぎクラブ 個人 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ しらとり 大正卓球同好会 大正卓球同好会 しらとり

高野　和子 大坪　俊子 伊藤　和子 出口　美代子 小玉　悦子 柳　加素子 堺田　温子 山口　道子

しらとり 横浜ベテラン会 タナカクラブ 富士見クラブ ひさぎクラブ しらとり 大正卓球同好会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

堺田　温子 伊藤扶美子 山口　道子 鈴木美枝子

大正卓球同好会 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ

吉田　葉子 斉藤あき子 伊藤扶美子 富山　朋子

浜卓会 さがみ 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 綾瀬クラブ

富山　朋子 伊藤扶美子 廣瀬　俊江 鈴木美枝子

綾瀬クラブ 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 大正同好会 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ

堺田　温子 富山　朋子 榎本　吉子 吉田　葉子 福岡

大正同好会 綾瀬クラブ 浜卓会 高倉クラブ 横浜ﾗｰｼﾞ愛好会

吉田　葉子 斎藤ツネ子 鈴木美枝子 渡辺　正子 伊藤扶美子 山田 庄司　文子 萩原

高倉クラブ 大磯クラブ 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ 平塚ＭＭＣ 信興ﾃｸﾉﾐｽﾄ 個人 綾瀬クラブ ＡＴＣ

鈴木美枝子 榎本　吉子 山崎季久子 下里　昭子

衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ 個人 相卓会 三浦家庭婦人

寒河江ミツ子 岸谷　栄子 松永　長子 榎本　吉子

湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 藤沢ﾚﾃﾞｨｰｽ 茅ヶ崎りんどう 港北クラブ

☆ ☆ ☆ ☆

シニア女子（56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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シニア女子（56歳以上）の部
ベ ス ト ８第 ３ 位

関野サヨ子 鈴木美枝子 平田　秋子 松永　長子 山崎季久子

平塚ＭＭＣ 衣笠卓球クラブ マリン茅ヶ崎 茅ヶ崎りんどう 相卓会

関野サヨ子 松永　長子 鈴木美枝子 原田　明子 平田　秋子

平塚家庭婦人 りんどう 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ 平塚家庭婦人 茅ヶ崎家庭婦人

関野サヨ子 原田　明子 笹瀬美智子 平田　秋子

大磯体協 湘南ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ 横須賀 茅ヶ崎

三宅　裕子 原田　明子 平田　秋子 高橋　光枝

横須賀家庭婦人 平塚家庭婦人 茅ヶ崎 平塚家庭婦人

三宅　裕子 橋本　巴 松永　長子 磯野　麗子 石塚 原田　明子 清水 石井

久里浜卓友会 逗子卓 りんどう ＵＬＣ 秦野市 平塚家庭婦人 逗子卓 横須賀
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