
第１１Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３６コート

31 永見  智子 やんちゃ姫 大阪

30 伊藤多津子

33 阿部つい子 ゼフィルス 宮城

32 寺門  和枝 双葉台クラブ 茨城

グリーンワールド 秋田 大出  秀子 ＲＫｓｔｕｄｉｏ 栃木 63

岡持  美紀 ｏｕｔｌｅｔ 兵庫 62

斎藤富美子 ゼフィルス 宮城 61

29 中尾  恵子 直卓クラブ 福岡

28 中嶋  綾子 Ｐ．Ｐ．Ｄ 岐阜

第１０Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３２コート 第２１Ｇ　　２月１３日　９時　　３７コート

長谷川志織 Ｂｉｔｓ 富山 59

27 植村  由美 リトルラビット 鳥取

26 加藤  禎子 ヨーラ宇都宮 栃木
20
35 関  美保 市之倉クラブ 岐阜 60

25 荒木  美雪 富山ブラック 富山

西岡小百合 ガンバ 大阪

第９Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３６コート 第２０Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３６コート

24 高野  明美 ＺＥＲＯ 千葉
105
36

近  純子 セントラル 北海道 58

57

茨城 55

23 大塚  悦子 マーキュリー 静岡

22 原岡真由美 健卓会 北海道 304
35 安齋  昌子 いわき水曜会 福島 56

山﨑あつみ なかクラブ

菊地  明美 つばさクラブ 山形 54

第８Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３５コート 第１９Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３５コート

秋葉真由美 増林ラージ 埼玉 53

21 大坂  里美 ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ 新潟

矢野  和代 かぼすくらぶ 大分 52

20 大島  眞弓 あすなろ 神奈川

19 真鍋かおり 瀬戸大橋クラブ 香川

堀  清香 ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ 新潟 51

第７Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３４コート 第１８Ｇ　　２月１３日　９時　　３６コート

柴田  里余 プラムＭＩＴＯ 茨城 50

18 小海千恵子 まじかるぱんだ 東京

17 中村加津代 Ｓｈａｋａ　Ｔａｋｕ 大阪

207
34

16 佐々木清子 モーモー 岩手

48

第６Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３５コート 第１７Ｇ　　２月１３日　９時　　３５コート

宮川  和子 静岡クラブ 静岡 49

15 吉田  直子 ＳＰク 石川 谷口  純子 卓精会 東京

森本なるみ そともクラブ 福井 46

14 堤  法子 川崎レディース 神奈川

13 小長井千恵子 静岡クラブ 静岡

吉田  恵里 スマイル会 山形 47

エクセル 静岡 45

第５Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３４コート 第１６Ｇ　　２月１３日　９時　　３４コート

あっちょんぶりけ 神奈川 44

12 小堀真美子 川口チーム 埼玉 細路  智子

高岡ウィング 富山 43

11 奥山  美樹 スマイル会 山形 原  美香子

10 川崎  弘美 富良野市役所 北海道 沢崎  春恵

第４Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３３コート 第１５Ｇ　　２月１３日　９時　　３３コート

8 高橋  艶子 北上クラブ 岩手 上條由紀子 オレンジ松本 長野

9 吉山久美子 広島卓球 広島

41

寺迫  育代 やんちゃ姫 大阪 42

39

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３３コート 第１４Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３４コート

7 新谷  朋江 Ｔ－みらくる 富山 吉田みゆき ＧＲＣ 群馬 40

6 北原  文江 ＫＡＴＳＵクラブ 茨城 尾崎みどり ミラクル 愛知

第２Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３２コート 第１３Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３３コート

4 福岡  伸子 クローバー 愛知 37

5 原田  賀代 松原卓連 大阪 米村布佐子 高島クラブ 岡山

佐藤とし子 北上クラブ 岩手

38

201

35

3 加藤さゆり トウエイカイ 群馬 上杉  洋子 瑞穂クラブ 茨城 36

2 渡部  節子 Ｓ．Ｔ．Ｃ 福島 石井喜久美 秋田卓球会館 秋田

女子シングルス ５０　(Ｗ５０)
第１Ｇ　　２月１２日 １７時１５分　３２コート 第１２Ｇ　　２月１３日　９時　３２コート

1 馮  敏 シャイン 岐阜 安田  美香 個人 北海道 34

302

103

20
35

34

33

33

34

33

401
32

205
32

206
33

101

301

202

203

102

32

32

32

50
33

402
34

303
34

104
35


