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１位グループ

塚越 （モンテール） 16

池田 （卓和クラブ） 14

加藤 （ハミング） 15

■Dブロック（１３コート）

中村 （トマト倶楽部） 13

広沢 （卓友八潮） 12

森 （富士クラブ） 11

■Bブロック（１２コート）

熊谷 （万年青クラブ） 5

大久保 （卓和クラブ） 10

■Cブロック（１３コート）    

金刺 （卓風会） 9

石井 （ハミング） 8

■Aブロック（１２コート）

梁 （クローバー）

28 大本 （卓友八潮）

27 田島 （卓和クラブ）

26 榎本 （柳ノ宮クラブ）

■Gブロック（１５コート）　

25 木下 （菜の花）

23 臼倉古川 （カシオペア） 7

山岡 （モンテール） 6

31 相内 （友星クラブ）

32 杉田 （卓球家840Ｊｒ）

■Hブロック（１５コート）

29 神谷 （卓風会）

30

小野寺 （柳ノ宮クラブ） 3

西山 （モンテール） 1

（卓和クラブ）

22 前田 （卓風会）

■Fブロック（１４コート）

21 穴原 （菜の花）

小寺 （モンテール）

渡辺 （ＴＴＣ）藤田 （卓友八潮） 4

上野 （タンデム） 2

24 川原 （卓友八潮）

20

19

18

17

一般  女子シングルス

■Eブロック（１４コート）

三野 （卓風会）

鈴石 （Ｇ・Ｒ・Ｏ）
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塚越 （モンテール） 16 32 杉田 （卓球家840Ｊｒ）

２位グループ

池田 （卓和クラブ） 14 30 梁 （クローバー）

加藤 （ハミング） 15 31 相内 （友星クラブ）

広沢 （卓友八潮） 12 28 大本 （卓友八潮）

■Dブロック（１３コート） ■Hブロック（１５コート）

中村 （トマト倶楽部） 13 29 神谷 （卓風会）

大久保 （卓和クラブ） 10 26 榎本 （柳ノ宮クラブ）

森 （富士クラブ） 11 27 田島 （卓和クラブ）

石井 （ハミング） 8 24 川原 （卓友八潮）

■Cブロック（１３コート）    ■Gブロック（１５コート）　

金刺 （卓風会） 9 25 木下 （菜の花）

山岡 （モンテール） 6 22 前田 （卓風会）

古川 （カシオペア） 7 23 臼倉 （卓和クラブ）

藤田 （卓友八潮） 4 20 渡辺 （ＴＴＣ）

■Bブロック（１２コート） ■Fブロック（１４コート）

熊谷 （万年青クラブ） 5 21 穴原 （菜の花）

上野 （タンデム） 2 18 鈴石 （Ｇ・Ｒ・Ｏ）

小野寺 （柳ノ宮クラブ） 3 19 小寺 （モンテール）

一般  女子シングルス

■Aブロック（１２コート） ■Eブロック（１４コート）

西山 （モンテール） 1 17 三野 （卓風会）
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2（ハミング） 15 31 相内 （友星クラブ）

塚越 （モンテール） 16 32 杉田 （卓球家840Ｊｒ）

■Hブロック（１５コート）

中村 （トマト倶楽部） 13 29 神谷 （卓風会）

池田 （卓和クラブ） 14 30 梁 （クローバー）

27 田島 （卓和クラブ）

広沢 （卓友八潮） 12 28 大本 （卓友八潮）

■Gブロック（１５コート）　

金刺 （卓風会） 9 25 木下 （菜の花）

大久保 （卓和クラブ） 10 26 榎本 （柳ノ宮クラブ）

23 臼倉 （卓和クラブ）

石井 （ハミング） 8 24 川原 （卓友八潮）

■Fブロック（１４コート）

熊谷 （万年青クラブ） 5 21 穴原 （菜の花）

山岡 （モンテール） 6 22 前田 （卓風会）

19 小寺 （モンテール）

藤田 （卓友八潮） 4 20 渡辺 （ＴＴＣ）

■Eブロック（１４コート）

西山 （モンテール） 1 17 三野 （卓風会）

上野 （タンデム） 2 18 鈴石 （Ｇ・Ｒ・Ｏ）

一般  女子シングルス

３位グループ
■Aブロック（１２コート）

小野寺 （柳ノ宮クラブ） 3

■Bブロック（１２コート）

古川 （カシオペア） 7

■Cブロック（１３コート）    

森 （富士クラブ） 11

■Dブロック（１３コート）

加藤
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塚越 （モンテール） 16 32 杉田 （卓球家840Ｊｒ）

池田 （卓和クラブ） 14 30 梁 （クローバー）

加藤 （ハミング） 15 31 相内 （友星クラブ）

広沢 （卓友八潮） 12 28 大本 （卓友八潮）

■Dブロック（１３コート） ■Hブロック（１５コート）

中村 （トマト倶楽部） 13 29 神谷 （卓風会）

大久保 （卓和クラブ） 10 26 榎本 （柳ノ宮クラブ）

森 （富士クラブ） 11 27 田島 （卓和クラブ）

石井 （ハミング） 8 24 川原 （卓友八潮）

■Cブロック（１３コート）    ■Gブロック（１５コート）　

金刺 （卓風会） 9 25 木下 （菜の花）

山岡 （モンテール） 6 22 前田 （卓風会）

古川 （カシオペア） 7 23 臼倉 （卓和クラブ）

藤田 （卓友八潮） 4 20 渡辺 （ＴＴＣ）

■Bブロック（１２コート） ■Fブロック（１４コート）

熊谷 （万年青クラブ） 5 21 穴原 （菜の花）

上野 （タンデム） 2 18 鈴石 （Ｇ・Ｒ・Ｏ）

小野寺 （柳ノ宮クラブ） 3 19 小寺 （モンテール）

一般  女子シングルス

４位グループ
■Aブロック（１２コート） ■Eブロック（１４コート）

西山 （モンテール） 1 17 三野 （卓風会）


