
－ 52 －

⑮ 女 子 サ ー テ ィ

201

101

301

202

401

203

102

302

103

204

501

205

104

303

105

206

402

207

106

304

107

208

209

108

305

109

210

403

211

110

306

111

212

502

213

112

307

113

214

404

215

308

114

216

601

1 今福麻奈美 (Ｍ Ｄ 相 模・神奈川)

2 平屋　美希 (Ｔ．Ｔ．Ｃ平屋・埼 玉)

3 岡崎　智美 (木村卓球クラブ・兵 庫)

4 菊地　郁絵 (ベ ア ー ズ・宮 城)

5 吉田真奈美 (大 田 区・東 京)

6 大野さゆり (卓球めぐり・茨 城)

7 冨田　笑美 (オンナジキモチ・新 潟)

8 吉田　真美 (代々木クラブ・東 京)

9 古川　絵里 (アプロディール・大 阪)

10 杉山ゆり子 (ゆ っ け・静 岡)

11 平澤　優加 (ＴＥＡＭ�ＺＥＲＯ・東 京)

12 木戸亜希穂 (太 洋 歯 科・神奈川)

13 菊川　優美 (ト ラ イ ス・三 重)

14 辻　　早紀 (江 東 区・東 京)

15 三宅　香織 (平群クラブ・奈 良)

16 永見　　悠 (アフターズ・千 葉)

17 阿部　奈々 (九 十 九・東 京)

18 佐藤　静乃 (大宮スカット・埼 玉)

19 篠谷　智恵 (アストールクラブ・北海道)

20 笠巻さやか (チームあじさい・群 馬)

21 井出　裕梨 (東部クラブ・長 野)

22 今野　真梨 (卓 精 会・東 京)

23 小椋　恵夢 (Ｓｐｅｃｉａｌ�ｔｈａｎｋｓ・兵 庫)

石田亜沙美 (Ａｈｓｈ . ＴＴＣ・愛 知) 24

山本美智代 (台 東 区・東 京) 25

長尾しのぶ (ナガオスポーツクラブ・北海道) 26

松井　智子 (ＣＯＬＯＲ・神奈川) 27

坂本　尚美 (個 人・大 阪) 28

伊藤　桃子 (九 十 九・東 京) 29

諸井　綾子 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川) 30

粕谷　高子 (所沢レディース・埼 玉) 31

立松　真維 (Ｓｐｅｃｉａｌ�ｔｈａｎｋｓ・兵 庫) 32

池本　由布 (卓 精 会・東 京) 33

白石沙耶香 (ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ・群 馬) 34

坂本　直子 (㈱スギムラ精工・長 野) 35

森　たえみ (ハマダ卓球クラブ・大 阪) 36

浅沼　美紀 (日 野 市・東 京) 37

横山　郁圭 (Ｆ－Ｌｉｎｘ・静 岡) 38

三木　邦寿 (卓 精 会・東 京) 39

佐藤　春香 (牛 久 Ｓ Ｃ・茨 城) 40

籠島　志野 (新大クラブ・新 潟) 41

菅　満里奈 (アルバトロス・東 京) 42

曽雌　　綾 (大網クラブ・千 葉) 43

安倍　　香 (奥州クラブ・岩 手) 44

中澤　好美 (ｔ . ｔ . ｌａｂｏ・神奈川) 45

片野　純子 (チームＤＲＥＡＭ・東 京) 46
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1 渡辺由希子 (美鷹クラブＥＮＪＯＹ・東 京)

2 窪　　亜希 (八尾ひまわり・大 阪)

3 宇賀神真樹 (小山レディース・栃 木)

4 恩田　淳子 (町 田 市・東 京)

5 中島　朝未 (クローバー・愛 知)

6 福沢美代子 (信濃愛球会・長 野)

7 中田久美子 (花野井クラブ・千 葉)

8 村上　富貴 (桔梗苦羅舞・宮 城)

9 出雲　美弦 (とりやクラブ・石 川)

10 加藤由美子 (アルバトロス・東 京)

11 佐藤　明子 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川)

12 小松　亜子 (九 十 九・東 京)

13 山崎　玲奈 (日専連クラブ・青 森)

14 小野　千代 (卓 精 会・東 京)

15 坂本　雅子 (Ｈｏｎｅｙｓ・兵 庫)

16 永田絵美里 (所沢レディース・埼 玉)

17 伊津　悦子 (トラストＴＣ・新 潟)

18 山出まき子 (青梅クラブ・東 京)

19 久保登貴子 (ラピスクラブ・岩 手)

20 上杉　洋子 (瑞穂クラブ・茨 城)

21 鈴木　恭子 (花野井クラブ・千 葉)

22 久保　仁美 (長吉卓球センター・大 阪)

23 坂田　裕子 (卓 龍 会・群 馬)

24 松本　菜菜 (アルバトロス・東 京)

25 番条　幸子 (２１クラブ・三 重)

26 浅川ゆかり (いわき卓栄会・福 島)

27 藤原　佳子 (Ｆ Ｌ Ｅ Ｘ・東 京)

山下　陽子 (美鷹クラブＥＮＪＯＹ・東 京) 28

塩沼　敦子 (Ｗｅｅｄ�Ｓｏｕｌ・宮 城) 29

梶塚　和恵 (卓 龍 会・群 馬) 30

継　亜矢子 (チームＤＲＥＡＭ・東 京) 31

川北　喜子 (菰野クラブ・三 重) 32

原山八重美 (須坂卓翔会・長 野) 33

芝　　里果 (京卓クラブ・東 京) 34

重國　美木 (ウイングス・東 京) 35

髙坂　陽子 (阿部繁孝商店・青 森) 36

内田　陽子 (あ す な ろ・神奈川) 37

早坂　博子 (オオルリクラブ・栃 木) 38

高森　恵美 (Ｅｘｃｅｅｄ大田・東 京) 39

安部　香織 (長吉卓球センター・大 阪) 40

杉本　美華 (豊島杉の子クラブ・東 京) 41

前田　恵美 (瑞穂クラブ・茨 城) 42

及川　清香 (奥州クラブ・岩 手) 43

石塚ゆりか (九 十 九・東 京) 44

山口　弘美 (所沢レディース・埼 玉) 45

水野久美子 (サ ク セ ス・愛 知) 46

宍戸　裕子 (花野井クラブ・千 葉) 47

加藤真理子 (謙 信 上 越・新 潟) 48

中村真由子 (アルバトロス・東 京) 49

宍戸　若菜 (中央クラブ・宮 城) 50

田口　秋実 (Ｓ Ｏ Ｒ Ａ・東 京) 51

諸岡佐千子 (ロックフォルティ・兵 庫) 52

島村　美惠 (Ｍ Ｄ 相 模・神奈川) 53
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1渋谷　文代 (ａｌｐｈａ・神奈川)

2片山　久子 (ＵＬＴＲＡ－７・滋 賀)

3岡田喜代美 (あきる野市・東 京)

4杉江さとみ (東海カトレア・愛 知)

5谷口　純子 (卓 精 会・東 京)

6田中ちくま (健幸クラブ・東 京)

7小澤千賀子 (花野井クラブ・千 葉)

8小林ひとみ (阿部繁孝商店・青 森)

9三木　里子 (卓剛クラブ・山 梨)

10大島　玲子 (杉 並 区・東 京)

11新谷　朋江 (Ｔ - みらくる・富 山)

12小野寺悦子 (大宮スカット・埼 玉)

13山本　美恵 (ウ イ ン ズ・石 川)

14佐藤　光栄 (千 代 田 区・東 京)

15佐久閒ひろ子 (かぼちゃ倶楽部・福 島)

16相田さとみ (ＡＳＰｉＣ・茨 城)

17氏川　明子 (ミスズ卓球クラブ・広 島)

18石川　充子 (浜 町 卓 研・東 京)

19平野　美恵 (フレンドリー・栃 木)

20渡邊　恵子 (九 十 九・東 京)

21野坂　美樹 (北斗クラブ・北海道)

22山内　博美 (サ ク セ ス・愛 知)

23石沢真奈美 (千代田クラブ・東 京)

24村上千賀子 (大船渡クラブ・岩 手)

25小林　葉子 (川崎レディース・神奈川)

26古田いく代 (武 蔵 野 市・東 京)

27廣瀬　孝子 (Ｈ Ｐ Ｃ・大 阪)

28池田美知子 (ウイングス・東 京)

29小出小百合 (須坂卓翔会・長 野)

30菱倉眞美子 (世 田 谷 区・東 京)

31広瀬　美香 (卓 正 会・北海道)

32鳥屋　麻子 (花野井クラブ・千 葉)

33藤井　佳子 (瑞穂クラブ・茨 城)

34諸角　　愛 (中野区役所・東 京)

35上原　明恵 (ユース・リゲイン・岡 山)

36小山　智穂 (昭 島 市・東 京)

37牧山　洋子 (チームあじさい・群 馬)

38鳥取　淳子 (チ ー ム 虹・兵 庫)

39福島　友子 (港 区・東 京)

40佐藤みさ子 (トラストＴＣ・新 潟)

41奥田　尚美 (上野クラブ・三 重)

42 ペイトン　由美子 (狭山フレンズ・埼 玉)

43石　　　巍 (浜 町 卓 研・東 京)

石井　佳子 (チ ャ イ ム・神奈川) 44

石添　容子 (牛 久 Ｓ Ｃ・茨 城) 45

玉木　純子 (広島県教職員卓球連盟・広 島) 46

津金　明美 (新 宿 区・東 京) 47

南澤　重子 (須坂卓翔会・長 野) 48

小長井千恵子 (静岡クラブ・静 岡) 49

二階堂之乃 (オオルリクラブ・栃 木) 50

宮里美智子 (健幸クラブ・東 京) 51

辻井　良美 (高槻クラブ・大 阪) 52

安藤　容子 (小 金 井 市・東 京) 53

村上　雅子 (狭山フレンズ・埼 玉) 54

松本　由香 (神戸フレンズ・兵 庫) 55

藤村　文子 (ラピスクラブ・岩 手) 56

山本　通子 (小 平 市・東 京) 57

森田　智美 (クローバー・愛 知) 58

草野由美子 (オオヤクラブ・千 葉) 59

飯田　寿江 (中 央 区・東 京) 60

亀井　美希 (瑞穂クラブ・茨 城) 61

水野　知子 (国 立 市・東 京) 62

大坂　里美 (ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ・新 潟) 63

草創富美子 (花咲クラブ・北海道) 64

松田千文里 (浜 町 卓 研・東 京) 65

下山田寿子 (花野井クラブ・千 葉) 66

山口由志美 (東 村 山 市・東 京) 67

林　　清美 (Ｂ ｉ ｔ ｓ・富 山) 68

塚原　好江 (かぐらざか・東 京) 69

石橋　淳子 (ＵＬＴＲＡ－７・滋 賀) 70

和田恵美子 (千代田クラブ・東 京) 71

高良寿美代 (Ｋ・Ｙクラブ・沖 縄) 72

尾留川直美 (全 横 会・神奈川) 73

松永　真理 (調 布 市・東 京) 74

岡　千与美 (ユース・リゲイン・岡 山) 75

林　　華子 (健幸クラブ・東 京) 76

柴嵜　令子 (ＡＳＰｉＣ・茨 城) 77

森下　嘉美 (チ ー ム 虹・兵 庫) 78

内田　好美 (足 立 区・東 京) 79

伊藤ゆかり (Ｔｅａｍ�鳥糸・宮 城) 80

越塚　明美 (桜林クラブ・群 馬) 81

堀越　浩子 (三 峰・埼 玉) 82

原　　雪枝 (目黒不動クラブ・東 京) 83

青山　広美 (板 橋 区・東 京) 84

珍道　美晴 (松阪レディース・三 重) 85

新田由紀子 (札幌Ｕｎｉｔｙ・北海道) 86
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1 井ノ口博子 (花野井クラブ・千 葉)

2 宮田　康子 (明 日 香・大 阪)

3 杉澤　由美 (北 区・東 京)

4 中村　裕子 (笛吹卓球連盟・山 梨)

5 田中　裕子 (Ｏａｓｉｓ・新 潟)

6 羽根　正子 (カトレアクラブ・福 島)

7 竹腰美栄子 (チ ー ム 虹・兵 庫)

8 佐々木きぬ子 (多賀台クラブ・青 森)

9 古田　直代 (杉 並 卓 友・東 京)

10 加藤　敬子 (大宮スカット・埼 玉)

11 沢越富美枝 (サ ク セ ス・愛 知)

12 阿部シズ江 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川)

13 稲川　佳代 (大田クラブ・東 京)

14 鶴田　昌枝 (ＣＯＬＯＲ・神奈川)

15 飯田　智子 (豊島杉の子クラブ・東 京)

16 藤澤　幸子 (奥州クラブ・岩 手)

17 村山千代子 (ＹＡＭＡＴＯ・栃 木)

18 太田　真理 (花咲クラブ・北海道)

19 首藤　順子 (ＳＡＮＳＥＩ・東 京)

20 松井　賢子 (下川クラブ・群 馬)

21 浜野　孝子 (千代田クラブ・千 葉)

22 佐藤　　伸 (大田クラブ・東 京)

23 石坂千賀子 (イシザカ卓研・富 山)

24 高橋　幸子 (ＫＡＴＳＵクラブ・茨 城)

25 石塚　陽子 (ホ ー ク ス・東 京)

高木和恵子 (千代田クラブ・東 京) 26

天野　真弓 (笛吹卓球連盟・山 梨) 27

坊屋鋪クミ (ラピスクラブ・岩 手) 28

廣川　順子 (イーグルス・東 京) 29

舟山かつえ (駒場クラブ・埼 玉) 30

長谷川妙子 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川) 31

十川　早苗 (さくら卓研・徳 島) 32

今泉八重子 (秀 卓 会・群 馬) 33

片渕由美子 (卓研パートナー・東 京) 34

森　　政子 (市川市レディース・千 葉) 35

根引　靖子 (甲子園クラブ・兵 庫) 36

齊藤　京子 (大田クラブ・東 京) 37

片岡　年子 (み ら く る・大 阪) 38

北島よし子 (卓 精 会・東 京) 39

宮崎　京子 (ＫＡＴＳＵクラブ・茨 城) 40

小林　知香 (卓 美 会・東 京) 41

白井ひとみ (綾瀬クラブ・神奈川) 42

佐藤　正子 (きららくらぶ・岩 手) 43

白井　涼子 (大田クラブ・東 京) 44

越野味予子 (松本南ＰＰＣ・長 野) 45

吉澤　典子 (足利レディース・栃 木) 46

尾森たえ子 (大和クラブ・広 島) 47

山口智津子 (葛 飾 区・東 京) 48

山﨑　栄子 (卓翔クラブ・北海道) 49

坂本　久美 (ＣＯＬＯＲ・神奈川) 50
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1 板谷　典子 (Ｈ Ｐ Ｃ・大 阪)

2 竹内久美子 (楓 ク ラ ブ・東 京)

3 本荘　陽子 (太陽クラブ・千 葉)

4 森田　弘子 (ぽ ら り す・新 潟)

5 山畑　愛子 (青梅クラブ・東 京)

6 天野　久子 (中野栄体振・宮 城)

7 松岡　菊子 (冠雲クラブ・東 京)

8 吉垣　美保 (茶 の 実・神奈川)

9 大谷　純子 (ＳＨＩＰスポーツ・島 根)

10 小林　幸子 (ホ ー ク ス・東 京)

11 飯塚さち子 (秀 卓 会・群 馬)

12 塩塚とし子 (都 ク ラ ブ・京 都)

13 島田　美鈴 (淑友クラブ・東 京)

14 日下部鈴子 (チ ャ イ ム・神奈川)

15 深澤千代乃 (立 川 市・東 京)

16 浮須奈々子 (厚 友 会・北海道)

17 笠木久美子 (つくば卓球スタジオ・茨 城)

18 齊藤　澄子 (関西卓球道場・大 阪)

19 原田かづ子 (武蔵野クラブ・東 京)

20 粂川せつ子 (相模原レディース・神奈川)

21 井内　智子 (北島体育協会・徳 島)

22 大崎たつ子 (青梅クラブ・東 京)

23 太田　弘子 (松生ＴＴＣ・三 重)

24 峯村　祐子 (卓 愛 会・長 野)

25 高畠みつ枝 (ＴＫＯクラブ・埼 玉)

26 宮澤喜美子 (卓 習 会・東 京)

井置　節子 (藤沢レディース・神奈川) 27

伊藤千恵美 ( 霞 ・三 重) 28

坂岸　裕子 (杉 並 卓 友・東 京) 29

高原　良子 (花 水 木・茨 城) 30

佐藤美千惠 (神戸フレンズ・兵 庫) 31

土屋　洋子 (笛吹卓球連盟・山 梨) 32

加瀬　和子 (サザンスターズ・東 京) 33

田辺ふみ子 (瑞 穂・東 京) 34

柴村　千織 (ミスズ卓球クラブ・広 島) 35

守谷　文代 (川口さざんか・埼 玉) 36

関塚　昭子 (青 梅 市・東 京) 37

砂山　友子 (トラストＴＣ・新 潟) 38

中田　幾子 (武蔵野クラブ・東 京) 39

粟生　京子 (冠雲クラブ・東 京) 40

小倉　幸子 (チームあじさい・群 馬) 41

井関せつ子 (ＫＹレディース・福 島) 42

宮坂　令子 (南郷クラブ・長 野) 43

角和富美子 (西 東 京 市・東 京) 44

横山祐見子 (ピンポン館・高 知) 45

芝原　久子 (三 鷹 市・東 京) 46

松野美智子 (竹の子枚方クラブ・大 阪) 47

谷中　和子 (淑友クラブ・東 京) 48

金子　好子 (千城クラブ・千 葉) 49

戸村美香子 (青梅クラブ・東 京) 50

石塚　明子 (不入斗クラブ・神奈川) 51

船ヶ山昌子 (サ ク セ ス・愛 知) 52
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404
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215
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308

124

216

601

1 村川　治子 (大宮スカット・埼 玉)

2 田辺　秀子 (豊 島 区・東 京)

3 片山　恵子 (の び の び・京 都)

4 櫻井　ユキ (渋 谷 区・東 京)

5 岩井　史子 (ＪＯＹクラブ・宮 城)

6 西脇　恵子 (明誠クラブ・愛 知)

7 生田目榮子 (Ｎ Ｔ Ｃ・東 京)

8 太田　裕子 (冠雲クラブ・東 京)

9 小林　園江 (Ａ ｘ ｅ ｌ・新 潟)

10 池本けい子 (イーグルス・千 葉)

11 杉本　敏子 (ド ン ペ リ・富 山)

12 田山　悦子 (茶 の 実・神奈川)

13 堀　　信子 (八 王 子 市・東 京)

14 薩美　敏子 (北 杜・山 梨)

15 宮内富士子 (ふじみ野市卓連・埼 玉)

16 田中テツ子 (きららくらぶ・岩 手)

17 桂　　正子 (卓 習 会・東 京)

18 堀木　雪子 (市川市レディース・千 葉)

19 阿部　美幸 (フェニックス・北海道)

20 柳沢　栄子 (芙 蓉・東 京)

21 永松　陽子 (浜 卓 会・神奈川)

22 水口美穂子 (武蔵野クラブ・東 京)

23 大庭　京子 (サン・アクセス・茨 城)

24 森実　律子 (ポ パ イ・大 阪)

25 片岡登志子 (レインボー・埼 玉)

26 鈴木　知子 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川)

27 岩嶋　雪枝 (卓 愛 会・長 野)

28 高橋たず代 (楓 ク ラ ブ・東 京)

高橋　邦子 (千代田クラブ・千 葉) 29

橋村　三枝 (ＰＲＯＧＲＥＳＳ・兵 庫) 30

牛嶋　禮子 (板橋クラブ・東 京) 31

石野　明美 (ふじみ野市卓連・埼 玉) 32

伊藤恵美子 (すみれ卓球クラブ・福 島) 33

舟崎　礼子 (愛 誠 会・富 山) 34

出村枝里子 (立 川 花 組・東 京) 35

西條カツヱ (目 黒 区・東 京) 36

直井いつ子 (相模原レディース・神奈川) 37

佐々木君江 (あづみ野クラブ・長 野) 38

廣瀬あい子 (藤岡クラブ・群 馬) 39

金子　恭子 (品 川 区・東 京) 40

蔦島　房子 (アミークス・愛 知) 41

宮下　隆子 (大宮スカット・埼 玉) 42

関根　芳子 (市川市レディース・千 葉) 43

鴻島ヒロ子 (卓和クラブ・新 潟) 44

水島　潤子 (本町クラブ・東 京) 45

土屋まき子 (平 野 卓 研・山 梨) 46

長原　悦子 (住吉クラブ・大 阪) 47

志賀　弥生 (芙 蓉・東 京) 48

小野原明子 (駒場クラブ・埼 玉) 49

服部　洋子 (江戸川クラブ・東 京) 50

平賀須美子 (茶 の 実・神奈川) 51

松本　康子 (五日市メイツ・広 島) 52

真尾　絹子 (藤代卓信会・茨 城) 53

柚木リツ子 (万葉クラブ・富 山) 54

佐々木昭子 (花巻卓友会・岩 手) 55

山野目澄代 (赤城台クラブ・東 京) 56
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1 池田　章子 (翡 翠・大 阪)

2 八木橋勝子 (桐生新卓会・群 馬)

3 堀口　能子 (九 十 九・東 京)

4 斉田　節子 (浜 卓 会・神奈川)

5 金子波津子 (や ま ゆ り・東 京)

6 川田　律子 (赤堤クラブ・東 京)

7 津田　信子 (ＫＡＴＳＵクラブ・茨 城)

8 八木　淳子 (北島体育協会・徳 島)

9 伊藤扶美子 (つばさクラブ・東 京)

10 新井　陽子 (秋田卓球会館・秋 田)

11 廣井　恵子 (Ｔ . くまがや・埼 玉)

12 柴田　紀子 (サザンスターズ・東 京)

13 小川千恵子 (京卓クラブ・東 京)

14 内海須珠代 (神戸フレンズ・兵 庫)

15 近澤　明美 (さ さ し ま・愛 知)

16 金刺美佐子 (Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ・埼 玉)

17 長澤　征代 (武蔵野クラブ・東 京)

18 石渡　利子 (ア イ リ ス・千 葉)

19 畠田　春子 (東京ベテラン会・東 京)

20 塩入まき子 (ファン卓球クラブ・長 野)

21 小玉　悦子 (浜 卓 会・神奈川)

22 佐藤　　郁 (八 幡 体 振・宮 城)

23 大掛まさ美 (イーグルス・東 京)

福島　正子 (所沢レディース・埼 玉) 24

藤原　節子 (花巻高卓会・岩 手) 25

川村　愛子 (トマト倶楽部・東 京) 26

黒木真由美 (個 人・茨 城) 27

内田芙貴子 (アルバトロス・東 京) 28

松澤　勝南 (黎明クラブ・愛 知) 29

松島　清子 (九 十 九・東 京) 30

堺田　温子 (浜 卓 会・神奈川) 31

坂下代志恵 (か り ん・千 葉) 32

篠部　澄子 (翡 翠・大 阪) 33

綿貫イツ子 (卓 令・東 京) 34

大塚　擁子 (千代田クラブ・東 京) 35

石川八千代 (卓 翔 会・北海道) 36

井上　祥江 (東久留米市・東 京) 37

秋元　淑江 (い な た く・千 葉) 38

山宮　絹代 (小金井卓連・東 京) 39

新谷美恵子 (こあら～ず・大 阪) 40

山田　きみ (卓 精 会・東 京) 41

宮田　絢子 (柊 ク ラ ブ・宮 城) 42

野村　茂子 (卓和クラブ・新 潟) 43

藤掛　朝子 (大宮カルミア・埼 玉) 44

大倉　勝子 (ウェルネス・東 京) 45
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209

104
305
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403

211
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215
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105
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106
309
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405
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310
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503
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107
311
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406
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312
108

224

602

225

109
313

226

407

227

314
110

228

504

229

315

230

408

231

316
111

232

701

1 土屋　慶子 (卓 美 会・東 京)

2 岡田　英子 (浜 卓 会・神奈川)

3 阿部　照代 (グリーンクラブ・北海道)

4 小市タイ子 (双葉台クラブ・茨 城)

5 増田　ワカ (矢口卓球場・東 京)

6 大塚　勝子 (カサブランカ・東 京)

7 神原　君子 (大塚クラブ・埼 玉)

8 今西　モト (如 月・千 葉)

9 安藤　節子 (武蔵野クラブ・東 京)

10 天野　敏枝 (全 横 会・神奈川)

11 前原　博子 (文 京 若 葉・東 京)

12 濱　　幸子 (岡谷レディース・長 野)

13 川田　節子 (個 人・東 京)

14 安良岡貴子 (大宮カルミア・埼 玉)

15 渡辺由美子 (練 馬 茜・東 京)

16 大塚　とく (それいゆクラブ・茨 城)

17 高美　妙子 (吹田レディース・大 阪)

18 池上　清子 (ロンチャンクラブ・神奈川)

19 飛澤　礼子 (ミ ラ ク ル・東 京)

20 神保　和子 (プレミアム・東 京)

21 朝倉　静枝 (狭山フレンズ・埼 玉)

22 佐藤　久子 (浜 卓 会・神奈川)

23 小田島玲子 (たらの芽くらぶ・東 京)

24 玉手すみ子 (永山クラブ・茨 城)

25 岡根恵美子 (キャロット・千 葉)

26 宇田川美雪 (ＴＥＡＭ�ＳＥＩＹＡ・東 京)

27 塚村　吟子 ( 楪 ・東 京)

28 小林　友枝 (翡 翠・大 阪)

29 横尾　文代 (杉並卓球クラブ・東 京)

30 和田　陽子 (安曇野卓友クラブ・長 野)

31 伊東千惠子 (花 梨・東 京)

32 千代　絢子 (相模原レディース・神奈川)

33 福田　幸子 (九 十 九・東 京)

34 水上　幸世 (利根町卓伸会・茨 城)

35 畠山　凉子 (ＫＴクラブ・広 島)

36 赤坂　芳子 (大宗クラブ・石 川)

37 古茂田正子 (飛鳥クラブ・東 京)

長瀬ちづ子 (明誠クラブ・愛 知) 38

浅見　フミ (ラズベリー・東 京) 39

高橋　正子 (卓好クラブ・新 潟) 40

高木　富子 (矢口卓球場・東 京) 41

堀内　操子 (も く れ ん・埼 玉) 42

中野イトエ (ＭＴＳ東京・茨 城) 43

川﨑　昌子 (杉並コスモス・東 京) 44

千本木ひろ子 (浜 卓 会・神奈川) 45

栄木ツヤ子 (ＴＥＡＭ�ＳＥＩＹＡ・東 京) 46

小林　全代 (Ｔ . くまがや・埼 玉) 47

西園　千年 (相模原レディース・神奈川) 48

水田　節子 (末 広 会・大 阪) 49

小野寺礼子 (利根町卓伸会・茨 城) 50

島地　信子 (Ｙ Ｔ Ｃ・東 京) 51

樋口　圭子 (須坂レディース・長 野) 52

久保百合子 (個 人・東 京) 53

大久保京子 (横浜ベテラン会・神奈川) 54

田渕　君江 (武蔵野ポーラスター・東 京) 55

酒見　トシ (つくば卓球スタジオ・千 葉) 56

黒沼　茂子 (浜 卓 会・神奈川) 57

室岡　賀子 (カトレアクラブ・岩 手) 58

石川百合子 (多摩スポの会・東 京) 59

関　美津子 (白鴎クラブ・東 京) 60

松本みちえ (牛 久 Ｓ Ｃ・茨 城) 61

和田フミ子 (九 十 九・東 京) 62

池田　秀子 (個 人・埼 玉) 63

阿部　住子 (相模原レディース・神奈川) 64

後藤　知子 (青雲クラブ・北海道) 65

細田　明子 (も も ん が・東 京) 66

柄本賀世子 (練 馬 茜・東 京) 67

若林　美鈴 (京都ＯＢ会・京 都) 68

阿部　光子 (渋 卓・東 京) 69

播口眞佐子 (翡 翠・大 阪) 70

吉崎美恵子 (東京ベテラン会・東 京) 71

山田千代子 (浦和レディース・埼 玉) 72

小林ミナ子 (個 人・神奈川) 73

西村美貴子 (か り ん・千 葉) 74

伊藤　利子 (調布市卓球連盟・東 京) 75
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1 土佐　昭子 (浜 卓 会・神奈川)

2 田中登志美 (ｔｅａｍ�ＴＡＮＡＫＡ・東 京)

3 加藤恵美子 (Ｎ Ｔ Ｃ・東 京)

4 藤谷　照子 (浦和婦人卓球クラブ・埼 玉)

5 内田カヨ子 (ＢＲＩＴＺ・東 京)

6 伊野　弘子 (ミ ラ ク ル・東 京)

7 横内美都子 (カ ト レ ア・神奈川)

8 手代木静子 (卓研パートナー・東 京)

9 阿部　洋子 (日吉ＴＴＣ・神奈川)

10 渡辺　やす (レディース三沢・青 森)

11 内山　道子 (豊島杉の子クラブ・東 京)

12 吉岡芙蓉子 (萩中クラブ・東 京)

13 岩木　羊子 (う ら や す・千 葉)

14 関　すみ子 (アイビークラブ・兵 庫)

15 染谷　春江 (アルファー・東 京)

河原　眞江 (桃 花・岡 山) 16

松井　ミサ (Ｍ Ｉ Ｓ Ｔ・東 京) 17

松田　三枝 (Ｎ Ｔ Ｃ・東 京) 18

堀　　廸子 (藤沢レディース・神奈川) 19

小谷　満子 (Ｏ Ｍ Ｃ・広 島) 20

富田美佐子 ( 楪 ・東 京) 21

杉山ヨシ子 (ＭＴＳ東京・東 京) 22

崔　　花子 (練 馬 茜・東 京) 23

津田美代子 (練馬ラージ・東 京) 24

髙間木和子 (山王卓球クラブ・岩 手) 25

城戸　玲子 (むさしのゆずクラブ・東 京) 26

山崎季久子 (相模原レディース・神奈川) 27

梅原　幸子 (個 人・東 京) 28

稲垣　宏子 (習志野レディス・千 葉) 29

菊地　正子 (狭山フレンズ・埼 玉) 30

宮川　禮子 (卓 令・東 京) 31


