
3 2

浅井

5

26

梁 （クローバー）

■Fブロック（１２コート）

18 稲垣 （STK）

24 湊（里） （草加南高校）

25

■Bブロック（１１コート）

22 樫村

渡辺 （ZEBRA）

20

杉田 （卓球家840） 4

関口 （コピンクラブ） 3

浅井 （ひまわり）

（卓和ｸﾗﾌﾞ）

17

16

15

14 原口 （ZEBRA）

池田 （卓和ｸﾗﾌﾞ）

（卓友八潮）

19

湊（成） （草加南高校）

宇田川

那須

森田 （八潮ﾌﾚﾝｽﾞ） 7

■Ｅブロック（１２コート）    

太齋 （ZEBRA） 6

■Dブロック（１２コート）

23

福田 （コピンクラブ） 8

森 （富士ｸﾗﾌﾞ） 10

石川 （草加南高校） 9

陳 （TTC） 13

浅井 （卓和ｸﾗﾌﾞ） 11

山岡 （モンテール） 12

1位グループ決勝トーナメント

（コピンクラブ）

一般１部  女子シングルス

21 田島

（モンテール）

■Aブロック（１１コート） ■Cブロック（１１コート）

1

川上 （卓風会） 2



3 0

■Fブロック（１２コート）

18 稲垣 （STK）

19 梁 （クローバー）

20

一般１部  女子シングルス

２位グループ決勝トーナメント

浅井 （ひまわり） 1 14 原口 （ZEBRA）

5

関口 （コピンクラブ） 3 16 宇田川 （モンテール）

杉田 （卓球家840） 4 17 湊（成） （草加南高校）

那須 （卓友八潮）
■Ｅブロック（１２コート）    

21 田島 （卓和ｸﾗﾌﾞ）
太齋 （ZEBRA） 6

森田 （八潮ﾌﾚﾝｽﾞ） 7

福田 （コピンクラブ） 8

石川 （草加南高校） 9

22 樫村 （コピンクラブ）

森 （富士ｸﾗﾌﾞ） 10 23 渡辺 （ZEBRA）

陳 （TTC） 13 26

浅井 （卓和ｸﾗﾌﾞ） 11 24 湊（里） （草加南高校）

山岡 （モンテール） 12 25

■Bブロック（１１コート）

■Dブロック（１２コート）

■Aブロック（１１コート） ■Cブロック（１１コート）

川上 （卓風会） 2 15 池田 （卓和ｸﾗﾌﾞ）

太齋



3 2

森田

17 湊（成） （草加南高校）

関口 （コピンクラブ） 3 16

（卓風会）

■Ｅブロック（１２コート）    
21 田島 （卓和ｸﾗﾌﾞ）

一般１部  女子シングルス

３位グループ決勝トーナメント

浅井 （ひまわり） 1 14 原口 （ZEBRA）

川上 2 15 池田 （卓和ｸﾗﾌﾞ）

太齋 （ZEBRA） 6

■Dブロック（１２コート）

森 （富士ｸﾗﾌﾞ） 10

浅井 （卓和ｸﾗﾌﾞ） 11 24 湊（里） （草加南高校）

陳 （TTC） 13 26

森田 （八潮ﾌﾚﾝｽﾞ） 7

山岡 （モンテール）

■Aブロック（１１コート） ■Cブロック（１１コート）

5

宇田川 （モンテール）

杉田 （卓球家840） 4

■Fブロック（１２コート）

18 稲垣 （STK）

19 梁 （クローバー）

20 那須 （卓友八潮）

12 25

福田 （コピンクラブ） 8

石川 （草加南高校）

22 樫村 （コピンクラブ）

23 渡辺 （ZEBRA）

9

■Bブロック（１１コート）



3 0

樫村

（ZEBRA）

■Bブロック（１１コート）

■Dブロック（１２コート） （コピンクラブ）

21 田島 （卓和ｸﾗﾌﾞ）

18 稲垣 （STK）

19 梁 （クローバー）

20 那須 （卓友八潮）

（富士ｸﾗﾌﾞ） 10森

浅井 （卓和ｸﾗﾌﾞ） 11

山岡 （モンテール） 12

22

４位決勝トーナメント

浅井 （ひまわり） 1

5

杉田 （卓球家840） 4

関口 （コピンクラブ） 3

一般１部  女子シングルス

■Aブロック（１１コート）

川上 2

■Cブロック（１１コート）

（卓風会） （卓和ｸﾗﾌﾞ）

■Ｅブロック（１２コート）    

太齋 （ZEBRA） 6

■Fブロック（１２コート）

（モンテール）

17 湊（成） （草加南高校）

16 宇田川

原口 （ZEBRA）

15 池田

14

森

陳 （TTC） 13 26

森田 （八潮ﾌﾚﾝｽﾞ） 7

福田 （コピンクラブ） 8

石川 （草加南高校） 9

25

24 湊（里） （草加南高校）

23 渡辺


