
才田  道子 福光卓愛会 富山 56

55

28 峠  京子 卓和ク 新潟

27 田中  弘子 チーム虹 兵庫 金子  節子 落合ラージ 栃木

53

26 小林  禮子 筑西卓友クラブ 茨城 熊谷のり子 Ｓａｌｉｘ 宮城

第９Ｇ　　２月１３日　９時　　２コート
204
5 竹内  八惠 関目卓球場 大阪

54

愛知 52

25 宮原  芳子 ドリームＬＣ 栃木 第１８Ｇ　　２月１２日　１５時１５分　　４コート

51

24 吉田  恵子 トウエイカイ 群馬
208
2 矢取  芳子 豊明市役所

23 菊池  泰子 チームナラオカ 青森 林  美郷 ピンポン館 高知

49

22 川島  弘美 丸亀ＳＣ 香川
102
2 第１７Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　　４コート

50
第８Ｇ　　２月１３日　９時　　１コート

302
2 矢野  香枝 東海ラージ 茨城

21 浅川  和実 丸の内卓球クラブ 長野 石渡  和代 福山卓愛会 広島

47
304
4

20 鈴木  睦子 フェニックス 茨城 瀬戸ひとみ 敦賀若葉クラブ

第７Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　　２コート
203
4 森下  智子 流山アストロズ 千葉

福井 48

46

19 細谷  静代 浜松ベテラン会 静岡 第１６Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　　３コート

45

18 若月奈津美 市原ラージ 千葉 松谷  修子 みらいクラブ 茨城

17 今村勢津子 博多いいとも会 福岡 石上  庸子 エクセル 静岡

43

16 恩田紀美江 あんず 愛知
207
5 第１５Ｇ　　２月１３日　９時４５分　　４コート401

2
402
4

44
第６Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　　１コート

501
3 小林  清美 Ａマインド 香川

15 新井美津江 ＫＳＫ 福島 小林  恵子 双葉 兵庫

13 鈴木  里枝 香川県庁 香川 第１４Ｇ　　２月１３日　９時４５分　　３コート

41

14 村田  広美 ＳＡＮＯ 栃木 皆川由美子 相模原レデイース 神奈川

第５Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　　３コート
202
3 金田美紀子 新潟如水会 新潟

42

亀山久美子 個人 神奈川 39

12 佐藤みさ子 トラストＴＣ 新潟

11 高橋  明美 ｉｒｕｉｒｕ 埼玉

澗張久美子 ドリーム 石川 40

第４Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　　２コート 久米  純子 チームＨＩＵＲＡ 徳島 38

茨城 37

10 刑部  成子 Ｈ２Ｏ 静岡
206
4 第１３Ｇ　　２月１３日　９時４５分　　２コート

9 五十嵐美由紀 卓聯会 島根
301
1 江本千佳子 牛久ＳＣ

35

8 坂本  久美 ＣＯＬＯＲ 神奈川 高野  明美 ＮＴＣ 東京

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　３コート
101
1

池田  京子 釜石卓球クラブ 岩手

36

34

7 宮澤  敦子 Ｓｍｉｌｅ　ｏｆ　Ｌｏｖｅ 東京
303
3 第１２Ｇ　　２月１３日　９時４５分　　１コート

33

6 大下  容子 そともクラブ 福井 石黒  淳子 ＴＯＹＯＫＡＷＡ 愛知

4 内山紀美恵 四つ葉クラブ 山口
205
3 第１１Ｇ　　２月１３日　９時　　４コート

32

5 片岡  敬子 翡翠 大阪 横山  恭子 一陽会 埼玉

第２Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　２コート
201
1 石田  玲子 ひよこっこ 大阪

30

3 元嶋  賀子 中央クラブ 北海道 西口由美子 小出クラブ 新潟 31

2 辻本  久予 ターゲット 茨城 宮下  明枝 祇園会 栃木

女子シングルス ６０　(Ｗ６０)
第１Ｇ　　２月１２日 １５時４５分　　１コート 第１０Ｇ　　２月１３日　９時　　３コート

1 濵川  永子 国松企画 高知 大津絵美子 丸亀ＳＣ 香川 29


