
女子シングルス ７０　(Ｗ７０)
第１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　　１９コート 第１２Ｇ　　２月１１日　１５時　２１コート

1 宮澤喜美子 卓習会 東京 川中  順子 チーム川中 富山 35

36

3 長尾由紀子 小野田クラブ 山口 加藤  和代 碧クラブ 愛知 37

2 田村  則子 ぽらりす 新潟 阿部  ミヨ 卓美会 東京

4 内海  容子 藤枝卓球クラブ 静岡 205 第１３Ｇ　　２月１１日　１５時　２２コート

38

5 村山  範子 しおかぜ柏崎 新潟 16 開発ます子 川西クラブ 新潟

第２Ｇ　　２月１１日　１３時　１９コート 201 16 天野  久子 中央クラブ 宮城

39

6 泊内  久江 ツクモカイ 埼玉 小林  正子 岩間ク 茨城 40

上野  節子 朋友クラブ 茨城 大坪みち子 サタデーズ

第１４Ｇ　　２月１１日　１５時　２３コート
101 16

第３Ｇ　　２月１１日　１３時　２０コート 井上  浩美 チームかがやき 石川 41
16

8

104
7 伊藤恵美子 すみれクラブ 福島

福岡 42

18
第４Ｇ　　２月１１日　１３時　２１コート 田中  照子 ヨコスカラージボール 神奈川 44

大阪 43
303

10 久保山明子 ハイ・ボールクラブ 大阪 16 第１５Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　２０コート

9 杉坂  幸代 トヨタスカイ 愛知 301 竹本  幸子 チーム絆

市之倉クラブ 岐阜 45

12 猪爪由美子 米峰柏崎 新潟 小幡  時子 倉敷玉森

11 福永ちさ子 八代ラージ 熊本 伊東  淳子

岡山 46
105

13 佐々木愛子 桐卓会 東京 第１６Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　２１コート
202

福岡 伊藤恵美子 クラブ柏 北海道 48

17
第５Ｇ　　２月１１日　１３時　２２コート 岩名  友子 ぽらりす 新潟 47

17
14 髙橋  久子 Ｔ・Ｃｒｏｓｓ

第１７Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　２２コート

第６Ｇ　　２月１１日　１３時　２３コート 田村ミサ子 会津クラブ 福島 50

青木  順子 海南ラージ 和歌山 49

16 南  光子 流山クラブ 千葉 17

15 池田眞知子 京華クラブ 石川 206

武生菊花クラブ 福井 51

18 桜井チイ子 ＫＳＫ卓球クラブ 栃木 中山  絹枝 チームＭＢＳ

17 大林タカヨ 碧クラブ 愛知 石山  昌枝

千葉 52

19 堺  昭子 円卓会 富山 第１８Ｇ　　２月１１日 １６時１５分　２３コート
401 402

第７Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　２０コート 宮下  弘子 卓好クラブ 新潟 53
203 16 501 18

20 広島 54
18 17

21 野村  操 筑西卓友クラブ 茨城 加藤美佐子

中曽貴志子 会津クラブ 福島 岩田  啓子

群馬 58

安クラブ

東海ラージ 茨城 55

22 堀尾ひろ子 ニューリープス 北海道 第１９Ｇ　　２月１１日　１７時　２０コート
102 207

第８Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　２１コート 渋谷登美子 新潟ドリーム 新潟 56
17 18

23 赤阪  咲恵 57熊本

第２０Ｇ　　２月１１日　１７時　２１コート
302 18

第９Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　２２コート 塩田  秀子 ＴＯＣＨＩＧＩ 栃木 59
17

26

106
25 森山  真弓 倉敷玉森 岡山

愛知 60

24 木津タミ子 ぽらりす 新潟

上野  栄子 ファースト 石川 星野  正子 エムクラブ

田山  静子 あじさい

辻川美代子 みっくす

チームマツモト 京都

62
18

29 斉藤  正江 卓精会 東京

61
304

28 水口  悦子 Ｓ・ＦＡＭＩＬＹ 岐阜 第２１Ｇ　　２月１１日　１７時　２２コート
103 19

27 鈴木  静江 あすなろ 神奈川 藤森  登喜 五所川原立佞武多 青森

青森

第１０Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　２３コート 正木  康子 ひよこクラブ 東京

岡田  茂美 あみん 兵庫 64
204 107

大谷  純子 シップ 島根 63

31 宇治  章子 箕輪町卓球部 長野 第２２Ｇ　　２月１１日　１７時　２３コート
19 19

第１１Ｇ　　２月１１日　１５時　２０コート 佐藤  孝子 県北卓友会 福島 65

30 丹藤  和子 チームナラオカ

32 横山祐見子 ピンポン館 高知 金原  法子 函館卓栄会 北海道 66
208

33 芳賀真知子 牛久ＳＣ 茨城 池  恵子 チーム中山

山口  晴美 クローバー 愛知 68

新潟 67
19

34 本間美知子 山北卓球クラブ 新潟 第２３Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１９コート

田中由紀子 春日クラブ 福岡 71

佐藤富美子 大月市卓球連盟 山梨 69

小林まり子 ウィンズ 石川 70


