
60

吉村  文子 筑西卓友クラブ 茨城 59

30 影山  里子 春日部レク卓 埼玉

29 藁田  昭代 みらくる 大阪

木下  京子 京華クラブ 石川

34 34

第１０Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１２コート 第２０Ｇ　　２月１１日　１７時　１４コート

28 鳥居  恭子 あすなろクラブ 愛知

27 根岸  總代 桐生みどり会 群馬 204

谷野  弘子 リリーズ 静岡 58

208 鎌田  昭美 翡翠 大阪 57

竹内  敦子 武生菊花クラブ 福井 56

小林  之子 甲府クラブ 山梨 55

26 大西多美江 北クラブ 北海道

25 木呂場久子 高岡ウィング 富山

伊東  久江 大田クラブ 東京 54

第９Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１１コート
102 104

第１９Ｇ　　２月１１日　１７時　１３コート32 34

24 藤下  絹子 リリーズ 静岡

34 牧野きみえ イースタンクラブ 宮城 5323 佐藤  節子 カトレア 福島 32

蔦島  房子 アミークス 愛知 52
302 304

22 福田美恵子 大田クラブ 東京

松村  光子 三友クラブ 奈良 51

第８Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１０コート 第１８Ｇ　　２月１１日　１７時　１２コート

島村  延子 春日部レク卓 埼玉 50

21 宮田香代子 小山ラージ 栃木

松木  峯子 かたかご 富山 49

20 加藤  功子 一関ＬＴＣ 岩手

19 篠ヶ谷八重子 ＦＦガヤッシュ 静岡

高知 48

第７Ｇ　　２月１１日　１５時　１３コート
203 207

第１７Ｇ　　２月１１日　１７時　１１コート33 33

東京 47

18 風巻  マサ わかばクラブ 茨城 児玉  京子 まほろば南国

46
32

17 髙田  和子 二上会 奈良 川田  律子 赤堤クラブ

501 33 田崎  朝子 会津クラブ 福島16 伊藤  千代 ひまわり卓球の会 長野 31

津田  妙子 神戸ラージ 兵庫 45

第６Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１３コート 第１６Ｇ　　２月１１日　１７時　１０コート401 402

亀山  敏子 川崎レディース 神奈川 44

15 出口美代子 平塚レ 神奈川

長坂  康子 瀬戸市卓球協会 愛知 43

14 斎藤恵美子 ＴＩＳＳ 福島

13 大岩喜代子 ＴＯＹＯＫＡＷＡ 愛知

第５Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１２コート
202 206

第１５Ｇ　　２月１１日　１７時　９コート32 32

岩手 41

12 飯島まさ子 武生菊花クラブ 福井 山本  節子 オレンジ松本

11 児玉  濱子 東友会 東京 佐々木陽子 釜石卓球クラブ

長野

9 西澤喜美子 豊卓レディース 愛知 31

第４Ｇ　　２月１１日　１３時　　１３コート 第１４Ｇ　　２月１１日　１７時　８コート

10 樋本  文枝 丸亀ＳＣ 香川 置鮎  勝美 佐倉ラージ 千葉 40

42

西村美千代 生駒卓協 奈良 37

33 伊藤キクイ ＹＯＴＳＵＹＡ 東京 39

第３Ｇ　　２月１１日　１３時　　１２コート
101 103

第１３Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１５コート31

8 阿部  俊子 宮城ＳＰＳ 宮城

33

7 半田  捷子 日中卓球 東京

原田由紀子 玖珠クラブ 大分 38
301 303

谷山  豊子 ＬＣＡ 北海道 35

6 杉本  幸子 緑地クラブ 大阪 戸谷  都江 金曜クラブ 愛知 36

31

5 中島嘉寿子 かりん 千葉 31

205

32

3 吉沢  憲子 卓好クラブ 新潟 柳川  直子

土部美代子 新湊カモンＳＣ 富山 34

県居 静岡 33

第２Ｇ　　２月１１日１３時　　１１コート 第１２Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１４コート

4 金森  米子 かたかご 富山 201

2 檜山せつ子 ＭＡＭＡクラブ 茨城 望月  芳子 卓好クラブ 新潟

女子シングルス ７５　(Ｗ７５)
第１Ｇ　　２月１１日１３時　　１０コート 第１１Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１３コート

1 松村けい子 静岡クラブ 静岡 仲山  正子 オオルリクラブ 栃木 31


