
回 年月日 優　勝 準優勝

小出 美月 池田  美穂 阿部　優月 浅井　美里 小田  真理 角田  高子 杉山  実咲 桑田 智子

ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中OG ビバクラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ 大磯クラブ 個人

36

35

杉山  実咲 柏木　実乃梨 廣瀬　知子 杉山　英恵 小田  真理 坂井　節子 成島　博美 角田  高子

大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 北條クラブ 国府中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ あじさいｸﾗﾌﾞ ビバクラブ 大磯クラブ

西脇　多恵子 廣瀬　知子 浅井　美里 角田  高子 上市　陽菜 谷口　萌加 脇　幸子 西畠　瑚海

国府中教員 北條クラブ ビバクラブ 大磯クラブ 国府中学校 国府中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校

角田  高子 竹谷　愛生 小田  真理 阿部　優月 菅沼　杏奈 直井あかり 西脇多恵子 大橋　千種

大磯クラブ 国府中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 国府中学校 二宮高校 国府中教員 ふじみｸﾗﾌﾞ

直井　あかり 角田  高子 小出　美月 池田  美穂 小田  真理 直井ひなた 浅井　美里 大山　海沙

二宮高校 大磯クラブ 国府中学校 大磯クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 二宮高校 ビバクラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

浅井　美里 村上　加惠 池田  美穂 直井あかり 杉崎  暁美 角田  高子 直井ひなた 小出　美月

ビバクラブ ビバクラブ 大磯クラブ 二宮高校 あじさいｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ 二宮高校 国府中学校

角田  高子 池田  美穂 小田  真理 杉山  実咲 脇　幸子 直井あかり 村上　加惠 大山　海沙

大磯クラブ 大磯クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 卓友会 ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 ビバクラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

椎野　かおり 池田  美穂 小田  真理 杉山  絢音 杉山  実咲 鈴木まりん 杉崎  暁美 廣瀬  知子

卓友会 二宮親子 ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 大磯クラブ 大磯中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ 卓友会

浅輪　里莉 高橋　来奈 小田  真理 小野寺みふゆ 廣瀬　知子 綾部沙里奈 上原千代子 柳田真由香

大磯中学校 大磯中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ 二宮高校 卓友会 大磯中学校 まなづるP．P 大磯中学校

小田　真理 山口　莉穂 松田　美紗 大山　真弓 大山　海沙 角田  高子 二見　陽子 笹瀬美代子

ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 国府中学校 ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 大磯クラブ 若草クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

杉本　恵 平野  智子 石塚　景子 杉本　美咲 片寄真由美 脇　幸子 齋藤ツネ子 泉　順子

鈴音親子 大磯クラブ 大磯高校 鈴音親子 ＳＴＣ ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ あじさいｸﾗﾌﾞ

石塚　景子 齋藤ツネ子 大山　真弓 小澤　芙喜子 角田 高子 泉　順子 杉崎　暁美 松沢美恵子

大磯高校 大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 健康卓球ｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ あじさいｸﾗﾌﾞ あじさいｸﾗﾌﾞ あじさいｸﾗﾌﾞ

斎藤  亜希 池田  美穂 石川  美伶 重田  潤子 大山　真弓 脇　幸子 石井 ゆかり 安彦 珠美

ふじみｸﾗﾌﾞ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 国府中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 国府中学校

柏木  美紀 池田  美穂 佐々木八重子 小幡　千明 大橋　千草 綾部祐美子 角田  高子 大山　真弓

おたまじゃくし ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ 西湘エース 大磯高校 ふじみｸﾗﾌﾞ おたまじゃくし 大磯クラブ ｽﾏｯｼｭﾋﾟﾝﾎﾟﾝ

柏木  美紀 丸山　瑞葵 篠崎　瑞貴 丸岡　奈穂 勝又英梨香 脇　幸子 小田　真理 綾部祐美子

おたまじゃくし 大磯中学校 大磯中学校 大磯中学校 国府中ＯＧ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ おたまじゃくし

平野  智子 柏木 美紀 脇　幸子 武田 苑子 綾部祐美子 池田  美穂 片岡　偵子 角田  高子

卓美ｼﾞｭﾆｱ ういろう ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 ういろう ふじみｸﾗﾌﾞ ういろう 大磯クラブ

平野  智子 池田  美穂 脇　幸子 武田  苑子 斎藤  亜希 角田  高子 小清水瑠美 佐々木八重子

卓美ｼﾞｭﾆｱ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ 国府中学校 国府中学校 大磯クラブ ＳＴＣ 西湘エース
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第三位　 ベスト８　　
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中郡卓球選手権大会（女子シングルスの部）
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コロナウィルス感染予防のため中止

コロナウィルス感染予防のため中止



回 年月日 優　勝 準優勝 第三位　 ベスト８　　

平野  智子 佐々木八重子 野崎  典子 小田  真理 佐藤  麗子 池田美穂 脇　幸子 齋藤ツネ子

卓美ｼﾞｭﾆｱ 西湘エース 大磯クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ ＳＴＣ ふじみｸﾗﾌﾞ ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯クラブ

野崎  典子 齋藤ツネ子 角田  高子 佐々木八重子

大磯クラブ 大磯クラブ 大磯クラブ 個人

平野  智子 角田  高子 齋藤  千瑛 脇　幸子 加藤奈穂美 勝又　理恵 野崎  典子 関　才智子

二宮高校 大磯クラブ 大磯中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯中学校 大磯中学校 大磯クラブ 国府中学校

平野  智子 森　顕恵 角田  高子 佐々木八重子 脇　幸子 勝又　理恵 河合 脇　彩子

二宮高校 国府中学校 大磯クラブ 個人 ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯中学校 国府中学校 国府中学校

角田 高子 齋藤ツネ子 佐々木八重子 柳田  君代 坂井 武井 田中  敏子 北村  和江

大磯クラブ 大磯クラブ 大磯クラブ 個人 あじさいｸﾗﾌﾞ 大磯中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ あじさいｸﾗﾌﾞ

佐々木八重子 野崎  典子 蓑島  万実 工藤よね子 鏡味美代子 柏木 北村  和江 小幡　緑

大磯クラブ 大磯クラブ 国府中学校 ビバクラブ 百合丘ｸﾗﾌﾞ 湘南クラブ あじさいｸﾗﾌﾞ 大磯中学校

鈴木ヒサ子 齋藤ツネ子 石井諒子 益子 篠原美也子 安部 千明  由紀 守屋 雪江

若草クラブ 大磯クラブ 大磯中学校 国府中学校 国府中学校 大磯中学校 湘南クラブ 湘南クラブ

水谷八重子 小森谷麗子 齋藤ツネ子 伊田  有希 花島恵理子 工藤よね子 田中  衣里 佐々木八重子

国府中学校 国府中学校 大磯クラブ 大磯中学校 大磯中学校 ビバクラブ 大磯中学校 大磯クラブ

佐々木八重子 齋藤ツネ子 柳田君代 鈴木信子 鈴木ヒサ子 小森谷麗子 工藤よね子 和田美麻

大磯クラブ 大磯クラブ 大磯クラブ ビバクラブ 若草クラブ 国府中学校 ビバクラブ 国府中学校

齋藤ツネ子 柏崎  木綿 小嶋  美保 児玉  京子 石田 羽場  美鈴 柳田  君代 中島　香奈

大磯クラブ 大磯中学校 国府中学校 国府中学校 大磯高校 国府中学校 大磯クラブ 大磯中学校

鈴木ヒサ子 佐々木八重子 工藤よね子 柳田  君代 若菜 鈴木  信子 近藤  晴代 金子  鏡子

若草クラブ 大磯クラブ ビバクラブ 大磯クラブ ビバクラブ ビバクラブ 大磯クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ

関野サヨ子 佐々木八重子 柳田  君代 野崎典子 高田　泉 福山 本田百都子 坂口真弓

大磯体協 大磯体協 大磯体協 大磯体協 国府中学校 国府中学校 国府中学校 卓美会　

鈴木ヒサ子 関野サヨ子 齋藤ツネ子 二宮千鶴 柳田君代 佐藤 北村和江 佐々木八重子

若草クラブ 大磯体協 大磯体協 国府中学校 大磯体協 二宮中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ 大磯体協

鈴木ヒサ子 関野サヨ子 青木 奥山雅子 工藤よね子 本荘 齋藤ツネ子 若菜

若草クラブ 大磯体協 大磯高校 二宮中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ 大磯高校 大磯体協 あじさいｸﾗﾌﾞ

紅谷  恭子 奥山  雅子 鈴木ヒサ子 早田  守江 齋藤ツネ子 和田 若菜 工藤よね子

卓美会 二宮中学校 若草クラブ 二宮クラブ 大磯体協 二宮クラブ あじさいｸﾗﾌﾞ あじさいｸﾗﾌﾞ

越野八重子 坂口  真弓 鈴木  千鶴 鈴木ヒサ子 齋藤ツネ子 横山  幸子 井上  道恵 関野サヨ子

国府中学校 親子卓球 国府中学校 若草クラブ 大磯体協 国府中学校 ふじみｸﾗﾌﾞ 大磯体協

齋藤ツネ子 鈴木ヒサ子 坂口  真弓 鈴木  千鶴 佐藤  美芳 府川 黒沢 紅谷  恭子

大磯体協 若草クラブ 大磯高校 国府中学校 卓美会 二宮高校 (大磯高校) 二宮高校

坂口  真弓 工藤よね子 鈴木ヒサ子 河西ヨシ子 紅谷  恭子 斎藤 泉脇  聡子 今井美

国府中学校 あじさいｸﾗﾌﾞ 若草クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 二宮高校 あじさいｸﾗﾌﾞ 二宮高校 大磯中学校

関野サヨ子 早田  由 河西ヨシ子 早田  守江 久保田 荒川 熊沢 鈴丸

大磯体協 二宮クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ 二宮クラブ 大磯高校 大磯 二宮クラブ ふじみｸﾗﾌﾞ
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