
3 0

一般２部  女子シングルス

1位グループ決勝トーナメント

山田 （ACEクラブ） 1 14 岡本 （ACEクラブ）

■Aブロック（１３コート） ■Cブロック（１３コート）

中村 （ACEクラブ） 2 15 辻村 （卓友八潮）

藤島 （草加南高校） 3 16 相内 （友星クラブ）

渡辺 （ハミング） 4 17 石井 （ハミング）

5

■Fブロック（１４コート）

18 藤橋

19 飯島

（草加南高校）

20 斉藤

（ACEクラブ）

21 渡部

（コピンｸﾗﾌﾞ）

及川 （ACEクラブ） 6
（八潮フレンズ）

■Ｅブロック（１４コート）    

小川 （友星クラブ） 8

大本 （卓友八潮） 7

石鍋 （ハミング） 9

10 23 松原 （ACEクラブ）

■Dブロック（１４コート） 22 成田 （卓友八潮）

赤堀 （草加南高校） 11 24 蒲生 （友星クラブ）

大槻 （八潮フレンズ）

斉藤 （卓球家８４０） 12 25 畠山

小寺 （モンテール） 13 26

山
田

（ACEクラブ）

■Bブロック（１３コート）



0 3

一般２部  女子シングルス

２位グループ決勝トーナメント

藤島 （草加南高校） 3 16 相内 （友星クラブ）

渡辺 （ハミング） 4 17 石井

山田 （ACEクラブ）

■Aブロック（１３コート） ■Cブロック（１３コート）

1 14 岡本 （ACEクラブ）

中村 （ACEクラブ） 2 15 辻村 （卓友八潮）

（ハミング）

5

■Fブロック（１４コート）

18 藤橋 （草加南高校）

19 飯島 （ACEクラブ）

松
原

20 斉藤 （コピンｸﾗﾌﾞ）

及川 （ACEクラブ） 6
21 渡部 （八潮フレンズ）

■Ｅブロック（１４コート）    

小川 （友星クラブ）

大本 （卓友八潮） 7

石鍋 （ハミング） 9

8

大槻 （八潮フレンズ） 10

■Dブロック（１４コート） 22 成田 （卓友八潮）

赤堀

23 松原 （ACEクラブ）

（草加南高校） 11 24 蒲生 （友星クラブ）

12 25

小寺 （モンテール） 13

（卓球家８４０）

26

（ACEクラブ）畠山斉藤

■Bブロック（１３コート）



1 3

一般２部  女子シングルス

３位グループ決勝トーナメント

■Aブロック（１３コート） ■Cブロック（１３コート）

（ACEクラブ）1 14 岡本山田 （ACEクラブ）

中村 （ACEクラブ） 2 15 辻村 （卓友八潮）

藤島 （草加南高校） 3 16 相内 （友星クラブ）

渡辺 （ハミング） 4 17 石井 （ハミング）

5

■Fブロック（１４コート）

（草加南高校）18 藤橋

（ACEクラブ）19 飯島

（コピンｸﾗﾌﾞ）

飯
島

20 斉藤

（八潮フレンズ）21 渡部
及川 （ACEクラブ） 6

■Ｅブロック（１４コート）    

大本 （卓友八潮） 7

9

小川 （友星クラブ） 8

■Dブロック（１４コート） 22 成田 （卓友八潮）

23 松原 （ACEクラブ）大槻 （八潮フレンズ） 10

（草加南高校） 11 24 蒲生赤堀

（卓球家８４０） 12 25 畠山

（友星クラブ）

（ACEクラブ）

26小寺 （モンテール） 13

斉藤

■Bブロック（１３コート）

石鍋 （ハミング）
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大
本

一般２部  女子シングルス

４位決勝トーナメント

■Aブロック（１３コート）

中村 （ACEクラブ） 2

■Cブロック（１３コート）

（ACEクラブ）山田 （ACEクラブ） 1 14 岡本

15 辻村 （卓友八潮）

藤島 （草加南高校） 3 16 相内 （友星クラブ）

渡辺 （ハミング） 4 17 石井 （ハミング）

5

■Fブロック（１４コート）

18 藤橋 （草加南高校）

19 飯島 （ACEクラブ）

20 斉藤 （コピンｸﾗﾌﾞ）
■Ｅブロック（１４コート）    

21 渡部 （八潮フレンズ）
及川 （ACEクラブ） 6

石鍋 （ハミング） 9

8小川 （友星クラブ）

（卓友八潮） 7大本

■Bブロック（１３コート）

（卓友八潮）■Dブロック（１４コート） 22 成田

23 松原 （ACEクラブ）大槻 （八潮フレンズ） 10

26

24 蒲生 （友星クラブ）赤堀

（ACEクラブ）斉藤 （卓球家８４０） 12 25 畠山

（草加南高校） 11

小寺 （モンテール） 13


