
40 水藤  和子 日立卓翔会 茨城

市原クラブ 千葉 78

39 小山  秀子 Ｌ．ローザ 静岡 梅林ちせ子

38 土佐  節子 ぽらりす 新潟 長谷川  泉
浜北クラブ 静岡

37 高田  紀子 香椎卓球クラブ 福岡 第２６Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３４コート
5

第１３Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３４コート 國松  愉美 国松企画 高知 77

79

半木久美子 卓令 東京 76
204 5

西田眞知子 函ラジ８ 北海道 75
208

36 岸  みさ子 日の出 栃木

35 梶原美佐子 みるく 静岡

井口  文子 新潟如水会 新潟 73
110

34 浮須奈々子 厚友会 北海道 第２５Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３３コート
105 6

第１２Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３３コート 大沢  郁子 ゼフィルス 宮城 74
6

33 千葉  清子 会津クラブ 福島

32 小倉たか子 全横会 神奈川

31 神戸知恵子 井上卓球 静岡 5 第２４Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３２コート
302

第１１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３２コート 川澄  真弓 エムクラブ 愛知 71
3

水落  眞弓 なかクラブ 茨城 72

69

30 林  睦子 卓精会 東京 304

29 田中千鶴子 ねぶた青森 青森
長田  千鶴 ＢＥＡＲクラブ 広島 70

榎田  良子
金川真紀子 万葉クラブ 富山 67

109
28 岩本  初枝 下松オールスターズ 山口 第２３Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３１コート

104 5
第１０Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３１コート 坂本  孝子 キャロット 千葉 68

5
鈴木三和子 一関クラブ 岩手

27 挾間眞知子 秋桜 大分
田中  陽江 ＵＳＨＩＫＵサンスポーツ 茨城

久我たか子 ツクモカイ 埼玉 64
207

25 三石  房子 南箕輪クラブ 長野 第２２Ｇ　　　２月１１日　１６時１５分　３０コート
4

第９Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３０コート 田畑  計江 オリーブ 静岡 65
203

26 オオルリクラブ 栃木 66
4

24 伊東  幸 ラビット 愛知

23 井ノ口博子 花野井クラブ 千葉

第２１Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　２９コート
4

第８Ｇ　　２月１１日　１３時　３５コート 翁  淑美 久留米フレンド 福岡 62

小倉  ちゑ チームナラオカ 青森 63

21 髙橋智恵子 ＯＲＡＮＧＥ 群馬
108

22 半澤みつ子 ゼフィルス 宮城

静岡 高橋  幸子 ＫＡＴＳＵクラブ 茨城 60
4

与口  幹 しおかぜ柏崎 新潟 61

58

19 青山  幸江 日立レディース 茨城 第２０Ｇ　　２月１１日　１５時　３５コート
103 401 402

第７Ｇ　　２月１１日　１３時　３４コート 中野  栄子 丸亀フレンド 香川 59
4 3 501 5

20 早川  孝子 ジョイフル

18 渡部  敏恵 あすなろ 新潟 柴田香祐子 福岡中央ラージ 福岡

16 竹田  範子 津田クラブ 島根 第１９Ｇ　　２月１１日　１５時　３４コート
202

第６Ｇ　　２月１１日　１３時　３３コート 北島よし子 卓精会 東京 56
3

17 加来  恭子 パステル 福岡 高橋美根子 スマイル会 山形 57

樋口  彰子 後潟９８ 青森 55
3

田口  房子 藤代卓信会 茨城 54
206

12 小澤  京子 浜卓会 神奈川

15 波戸場登美江 ＦＴＣ 栃木

14 川村  孝子 弘前ラージ 青森

福井 第１８Ｇ　　２月１１日　１５時　３３コート
102 3

第５Ｇ　　２月１１日　１３時　３２コート 越野  味予子 松本南ＰＰＣ 長野 53
3

51

9

11 先名  千晶 函ラジ８ 北海道

池上  文子橋本眞由美 Ｋｉｔｔｙ'ｓ 熊本

浅井  幸江 球極 栃木 52
107

13 加藤しげ子 鯖江ベテラン会

市村  純子

あすなろ 神奈川 49
303

10 島田  紀子 双葉台クラブ 茨城 第１７Ｇ　　２月１１日　１５時　３２コート
301 4

第４Ｇ　　２月１１日　１３時　３１コート 香美  笑美子 チームＨＩＵＲＡ 徳島 50
2

辻村  茂美 ジョイフル 静岡

明誠クラブ 愛知 47

46
106

7 三ツ本せい子 増林ラージ 埼玉 第１６Ｇ　　２月１１日　１５時　３１コート
101
2

2

新室  栄子 会津クラブ 福島 488 小鷹  春代 双葉 兵庫

第３Ｇ　　２月１１日　１３時　３０コート

45

6 稲垣あや子 磐田ラリー 静岡 鮫島  千佐 やんちゃ姫 大阪

4 田口美喜子 ななおクラブ 石川 第１５Ｇ　　　２月１１日　１５時　３０コート
205

44
2

5 湯浅  住恵 しらさぎ 徳島 山本  曉美 常北クラブ

第２Ｇ　　２月１１日　１３時　２９コート 201
2

小林  京子 新潟クラブ 新潟
茨城

42

3 大槻  京子 梅桜ラージ 福島 岡本美佐子 チームＭＢＳ 千葉 43

2 能瀬  伴子 チームＭＢＳ 千葉 渡邊八重子 パンジー 静岡

女子シングルス ６５　(Ｗ６５)
第１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　２９コート 第１４Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３５コート

1 黒坂  初枝 あすなろクラブ 愛知 山下すみ子 熊本ＥＡＳＴ 熊本 41


