
      第36回 立川ベテラン卓球大会結果表　  　  2017年 3月5日（日）  於：立川泉体育館

優勝（１位） 準優勝（２位） ３位 ３位 Bトーナメント1位

中村　勉 佐藤　高広 前原　正行 丸山　勇次 林　研一

（ゴルベテ） （八王子市役所） （国立卓連） （国立卓連） （鶴間公園クラブ）

成松　敦 山本　春彦 田畑　淳一 高橋　修 林　恒雄

（ゴルベテ） （ゴルベテ） （東芝） （一番星） （飯能卓連）

道本　信生 河合　庄平 渡辺　元和 小宮　誠司 戸谷　昭夫

（美鷹クラブ） （相模原ベテラン会） （卓伸会） （平沼クラブ） （ロッカーズ）

松木　秀夫 小杉　皖一　 井上　征治 石川　陽一 鈴木　忠男

（日野卓友会） （代々木クラブ） （稲城卓連） （平沼クラブ） （コニカミノルタ）

林　華子 町田　美和 宮里　美智子 小川　有里 井上　晴美

（NICE） （ヒノクラブ） （NICE） （ホークス） （leaf）

内堀　真由美 宇須井　由美子 雲　五季子 本田　純子 中野　直子

（ところクラブ） （トマト倶楽部） （たらの芽クラブ） （千歳丘クラブ） （平沼クラブ）

宮澤　喜美子 横尾　正代 石川　美江子 下崎　澄子 小栁津　郷

（MAX） （川崎レディース） （多摩スポの会） （府中メープル） わかば卓球クラブ

六本木　富久子 杉山　桃代 富樫　みさ子 岡田　由美子 手塚　芳子

（あやめの会） （なでしこ） （卓研パートナー） （八王子卓翔会） （こまくさ）

７０代
セブンティ

種目

男子

女子
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６０代
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４０代
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５０代
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４０代
フォーティ

６０代
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第36回立川オープンベテラン卓球大会

平成29年3月5日(日）

立川市泉体育館
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№
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ッ

ク
№

男子40

1 Ａ-1-3
中村 勉 水越 紀行 林 研一 作田 淑一

ゴルベテ 多摩スポーツJr 鶴間公園クラブ 美鷹クラブ

Ｆ-2-4
杉橋 智行 佐藤 高広 徳永 毅 阿部 貞弘

鶴間公園クラブ 八王子市役所 二小卓同 富士見町

Ｅ-2-4
末次 和宏 丸山 勇次 太田 昌男 茅野 強

飯能市卓球連盟 国立卓連 個人 個人

1 Ｂ-1-3
井上 貴晃 前原 正行 東野 真哉 岩元 祐治

大成クラブ 国立卓連 鶴間公園クラブ 個人

Ｄ-2-4
橋本 朗 佐藤 正明 佐野 隆行 加瀬 正紀

国立卓連 ブループラム 中山クラブ 個人

2 Ｃ-1-3
碇 達也 森永 哲司 小松 正典 星 祐二

多摩スポーツクラブ T.O.M 二小卓同 個人

2 Ｄ-1-3
橋本 朗 佐藤 正明 佐野 隆行 　㋖加瀬 正紀

国立卓連 ブループラム 中山クラブ 個人

Ｃ-2-4
碇 達也 森永 哲司 小松 正典 星 祐二

多摩スポーツクラブ T.O.M 二小卓同 個人

3 Ｅ-1-3
㋖末次 和宏 丸山 勇次 太田 昌男 ㋖茅野 強
飯能市卓球連盟 国立卓連 個人 個人

Ｂ-2-4
井上 貴晃 前原 正行 東野 真哉 岩元 祐治

大成クラブ 国立卓連 鶴間公園クラブ 個人

Ａ-2-4
中村 勉 水越 紀行 林 研一 作田 淑一

ゴルベテ 多摩スポーツJr 鶴間公園クラブ 美鷹クラブ

3 Ｆ-1-3
杉橋 智行 佐藤 高広 徳永 毅 阿部 貞弘

鶴間公園クラブ 八王子市役所 二小卓同 富士見町
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6 Ａ-1-3
河原 充 ㋖泉 正樹 小石川 伸哉 bye  

ゴルベテ どんぐり会 SANTAKU  

Ｉ-2-4
三田村 則明 赤羽 真市郎 斎藤 健治 村上 隆史

卓楓会 ゴルベテ アスリート相模 加治卓球クラブ

Ｈ-2-4
成松 敦 髙橋 修 糸魚川 智則 林 恒雄
ゴルベテ 一番星 YOUKI 飯能卓連

6 Ｂ-1-3
金本 敬次 青木 洋一 岩田 圭司 斎藤 和夫

市原クラブ アスリート相模 飯能卓連 森の会

7 Ｃ-1-3
石山 健治 武藤 秀隆 寺田 秀和 足立 実行

森の会 一番星 卓腕倶楽部 町田びいぱる

7 Ｄ-1-3
山本 春彦 小野寺 和弘 ㋖田中 靖 佐藤 博

ゴルベテ 日野卓友会 飯能卓連 稲城卓連

Ｇ-2-4
金本 啓二 北條 猛士 野村 謙二 宮地 博
市原クラブ ゴルベテ 三輪卓球クラブ 富士電機

F-2-4
田畑 淳一 藤本 豊志 安下 光則 三浦 良夫

東芝 ゴルベテ 稲城卓連 富士見町

8 Ｅ-1-3
市川 岳 中山 清司 松波 淳也 横田 徳実

ゴルベテ 西東京クラブ 八王子卓球ク YOUKI

8 Ｆ-1-3
田畑 淳一 藤本 豊志 安下 光則 三浦 良夫

東芝 ゴルベテ 稲城卓連 富士見町

Ｅ-2-4
市川 岳 中山 清司 松波 淳也 横田 徳実
ゴルベテ 西東京クラブ 八王子卓球ク YOUKI

Ｄ-2-4
山本 春彦 小野寺 和弘 ㋖田中 靖 佐藤 博
ゴルベテ 日野卓友会 飯能卓連 稲城卓連

9 Ｇ-1-3
金本 啓二 北條 猛士 野村 謙二 宮地 博

市原クラブ ゴルベテ 三輪卓球クラブ 富士電機

9 Ｈ-1-3
成松 敦 髙橋 修 糸魚川 智則 林 恒雄

ゴルベテ 一番星 YOUKI 飯能卓連

Ｃ-2-4
石山 健治 武藤 秀隆 寺田 秀和 足立 実行

森の会 一番星 卓腕倶楽部 町田びいぱる

Ｂ-2-4
金本 敬次 青木 洋一 岩田 圭司 斎藤 和夫
市原クラブ アスリート相模 飯能卓連 森の会

Ａ-2-4
河原 充 ㋖泉 正樹 小石川 伸哉 bye  
ゴルベテ どんぐり会 SANTAKU  

10 Ｉ-1-3
三田村 則明 赤羽 真市郎 斎藤 健治 村上 隆史

卓楓会 ゴルベテ アスリート相模 加治卓球クラブ
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15 Ａ-1-3
中島 幸一 杉田 平吉 渡辺 好造 渡辺 恒二

彗星会 こぶし 川卓クラブ 足利南クラブ

Ｍ-2-4
渡辺 元和 ㋖佐久間 勝 ㋖柳戸 光重 河合 庄平

卓伸会 あきる野クラブ 飯能卓連 相模原ベテラン会

Ｌ-2-4
山口 精二 小暮 茂雄 千葉 清三 小畠 真二

稲城卓連 TTわかば ヒノクラブ iクラブ

15 Ｂ-1-3
豊島 積 加藤 修 牧野 裕二 湯浅 通明

日野卓友会 あきる野クラブ 明卓会 加治卓球クラブ

Ｋ-2-4
遊澤 昇 牧志 実 三橋 雄司 緑川 泰正

卓闘会 一番星 相模原ベテラン会 八王子OGS

16 Ｃ-1-3
岩下 哲治 八田 哲 藤本 進 高橋 一雄

テニシャス・ナカーズ 相模原ベテラン会 ロッカーズ 八王子卓球ク

16 Ｄ-1-3
渡部 彰 栗本 平二 阿部 康廣 土屋 善仁

相模原ベテラン会 卓闘会 MAX 高松クラブ

Ｊ-2-4
河原 敏夫 冨田 力 青木 秀夫 渡辺 秀夫

飯能卓連 麦倶楽部 加治卓球クラブ レインボー

Ｉ-2-4
小倉 国由紀 菅沼 成人 小蔵 敏宣 柴崎 好明

明卓会 八王子卓球ク ロッカーズ 相模原TPF

17 Ｅ-1-3
道本 信生 高田 敏範 戸谷 昭夫 蜂谷 剛

美鷹クラブ 鶴間公園クラブ ロッカーズ 大正同好会

17 Ｆ-1-3
安田 正一 布留川 鉄男 中谷 洋光 並木 武

稲城卓連 酔拳 相模原ベテラン会 スクエア

Ｈ-2-4
鶴岡 功 小宮 誠司 北川 登 秋元 幸静

相模原ベテラン会 平沼クラブ 九十九 サンアロー

18 Ｇ-1-3
清水 初夫 横谷 健 杉澤 幸男 長谷川 峰明

一番星 ヒノクラブ 双葉苦楽部 東浦和



第35回立川オープンベテラン卓球大会

(2) 平成29年3月5日(日）

立川市泉体育館

コ
ー

ト
№

ブ
ロ
ッ

ク
№

男子60

18 Ｈ-1-3
鶴岡 功 小宮 誠司 北川 登 秋元 幸静

相模原ベテラン会 平沼クラブ 九十九 サンアロー

Ｇ-2-4
清水 初夫 横谷 健 杉澤 幸男 長谷川 峰明

一番星 ヒノクラブ 双葉苦楽部 東浦和

Ｆ-2-4
安田 正一 布留川 鉄男 中谷 洋光 並木 武

稲城卓連 酔拳 相模原ベテラン会 スクエア

19 Ｉ-1-3
小倉 国由紀 菅沼 成人 小蔵 敏宣 柴崎 好明

明卓会 八王子卓球ク ロッカーズ 相模原TPF

Ｅ-2-4
道本 信生 高田 敏範 戸谷 昭夫 蜂谷 剛

美鷹クラブ 鶴間公園クラブ ロッカーズ 大正同好会

Ｄ-2-4
渡部 彰 栗本 平二 阿部 康廣 土屋 善仁

相模原ベテラン会 卓闘会 MAX 高松クラブ

19 Ｊ-1-3
河原 敏夫 冨田 力 青木 秀夫 渡辺 秀夫

飯能卓連 麦倶楽部 加治卓球クラブ レインボー

20 Ｋ-1-3
遊澤 昇 牧志 実 三橋 雄司 緑川 泰正

卓闘会 一番星 相模原ベテラン会 八王子OGS

Ｃ-2-4
岩下 哲治 八田 哲 藤本 進 高橋 一雄

テニシャス・ナカーズ 相模原ベテラン会 ロッカーズ 八王子卓球ク

20 Ｌ-1-3
山口 精二 小暮 茂雄 千葉 清三 小畠 真二

稲城卓連 TTわかば ヒノクラブ iクラブ

Ｂ-2-4
豊島 積 加藤 修 牧野 裕二 湯浅 通明

日野卓友会 あきる野クラブ 明卓会 加治卓球クラブ

Ａ-2-4
中島 幸一 杉田 平吉 渡辺 好造 渡辺 恒二

彗星会 こぶし 川卓クラブ 足利南クラブ

21 Ｍ-1-3
渡辺 元和 ㋖佐久間 勝 ㋖柳戸 光重 河合 庄平

卓伸会 あきる野クラブ 飯能卓連 相模原ベテラン会
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29 Ａ-1-3
松木 秀夫 加藤 克彦 真田 昌亮 金澤 剛哉
日野卓友会 八王子ワンミュウ 都筑ナイト 稲城卓連

J-2-4
小杉 皖一 那須 出 八木 一允 瀬戸 武治

代々木クラブ 平沼クラブ 都筑ナイト 砂川チーム

Ｉ-2-4
峯尾 明治 澤田 和武 堀田 兼光 鈴木 勉

菱友クラブ 三輪卓球クラブ 武蔵村山卓連 サンデーズ

29 Ｂ-1-3
黒田 春夫 ㋖板保 秀孝 田島 重藏 野沢 善秀
フレンドリー 卓腕倶楽部 船田ＴＣ 球遊会

30 Ｃ-1-3
大貫 賢治 坂井 英二 宮本 喬 鈴木 忠男
ブループラム 岩崎通信機 彗星会 コニカミノルタ

30 Ｄ-1-3
谷端 行雄 進藤 浩二 吉野 政一 長岡 功憲
フレンドリー どんぐり ヒノクラブ 三輪卓球クラブ

Ｈ-2-4
島田 治一 吉田 光生 島田 政美 吉野 幹夫

卓翠会 ヒノクラブ 一番星 千歳丘クラブ

Ｇ-2-4
伊藤 強 北林 良蔵 宮川 竹久 太巻 光俊

超音波クラブ ＭＭＣ 燦クラブ 北町西クラブ

Ｆ-2-4
石川 陽一 遠藤 広昭 ㋖森 光夫 大津 孝夫

平沼クラブ 超音波クラブ 卓腕倶楽部 トキクラブ

31 Ｅ-1-3
井上 征治 山宮 信也 飯塚 隆司 緑川 一男

稲城卓連 小金井卓連 一番星 ヒノクラブ

31 Ｆ-1-3
石川 陽一 遠藤 広昭 ㋖森 光夫 大津 孝夫
平沼クラブ 超音波クラブ 卓腕倶楽部 トキクラブ

Ｅ-2-4
井上 征治 山宮 信也 飯塚 隆司 緑川 一男

稲城卓連 小金井卓連 都筑ナイト ヒノクラブ

Ｄ-2-4
谷端 行雄 進藤 浩二 吉野 政一 長岡 功憲

フレンドリー どんぐり ヒノクラブ 三輪卓球クラブ

Ｃ-2-4
大貫 賢治 坂井 英二 宮本 喬 鈴木 忠男

ブループラム 岩崎通信機 彗星会 コニカミノルタ

32 Ｇ-1-3
伊藤 強 北林 良蔵 宮川 竹久 太巻 光俊
超音波クラブ ＭＭＣ 燦クラブ 北町西クラブ

32 Ｈ-1-3
島田 治一 吉田 光生 島田 政美 吉野 幹夫

卓翠会 ヒノクラブ 一番星 千歳丘クラブ

33 Ｉ-1-3
峯尾 明治 澤田 和武 堀田 兼光 鈴木 勉
菱友クラブ 三輪卓球クラブ 武蔵村山卓連 サンデーズ

Ｂ-2-4
黒田 春夫 ㋖板保 秀孝 田島 重藏 野沢 善秀

フレンドリー 卓腕倶楽部 船田ＴＣ 球遊会

Ａ-2-4
松木 秀夫 加藤 克彦 真田 昌亮 金澤 剛哉

日野卓友会 八王子ワンミュウ 都筑ナイト 稲城卓連

33 J-1-3
小杉 皖一 那須 出 八木 一允 瀬戸 武治
代々木クラブ 平沼クラブ 都筑ナイト 砂川チーム
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4 Ａ-1-3
林 華子 高井 由利子 岩元 文子 光永 由紀子

NICE 川崎レディース 個人 チェリークラブ

Ｄ-2
町田 美和 井桁 智栄子 大道 依里 bye 　

ヒノクラブ 川崎レディース NICE 　

Ｃ-2
松田 悦子 秋岡 基子 村田 衣世 bye 　

NICE 川崎レディース 個人 　

4 Ｂ-1-3
井上 晴美 小川 有里 宮里 美智子 bye 　

leaf ホークス NICE 　

5 Ｃ-1-3
松田 悦子 秋岡 基子 村田 衣世 bye 　

NICE 川崎レディース 個人 　

Ｂ-2
井上 晴美 小川 有里 宮里 美智子 bye 　

leaf ホークス NICE 　

Ａ-2-4
林 華子 高井 由利子 岩元 文子 光永 由紀子

NICE 川崎レディース 個人 チェリークラブ

5 Ｄ-1-3
町田 美和 井桁 智栄子 大道 依里 bye 　

ヒノクラブ 川崎レディース NICE 　
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11 Ａ-1-3
野口 美智子 牛山 敬子 石黒 千恵 bye  

美鷹クラブ 個人 さいかち  

Ｈ-2-4
小舟 和代 田畑 いづみ 山崎 昌美 bye  

飛行船 東芝 高松クラブ  

Ｇ-2-4
寺元 千佐子 榎戸 ひとみ 雲 五季子 本田 純子

彗星会 ハーモニー たらの芽クラブ 千歳丘クラブ

11 Ｂ-1-3
太田 広美 髙橋 多佳美 細田 いずみ 宮川 千秋

ところクラブ 浜町卓研 ハーモニー 個人

12 Ｃ-1-3
宇須井 由美子 成田 浩美 中野 直子 工藤 るり子

トマト俱楽部 成田卓球塾 平沼クラブ Junos

Ｆ-2-4
飯島 麻美 市川 桂子 鈴木 厚子 ㋖宮本 靖子

Patio HTC 川崎レディース すまいる

Ｅ-2-4
内堀 真由美 杉澤 由美 竹内 正子 bye  
ところクラブ 双葉苦楽部 八王子ワンミュウ  

12 Ｄ-1-3
市村 鈴江 村田 里子 河内 美千代 城下 恵子

多摩スポの会 川崎レディース 高松クラブ 八王子卓翔会

13 Ｅ-1-3
内堀 真由美 杉澤 由美 竹内 正子 bye  

ところクラブ 双葉苦楽部 八王子ワンミュウ  

Ｄ-2-4
市村 鈴江 村田 里子 河内 美千代 城下 恵子
多摩スポの会 川崎レディース 高松クラブ 八王子卓翔会

Ｃ-2-4
宇須井 由美子 成田 浩美 中野 直子 工藤 るり子
トマト俱楽部 成田卓球塾 平沼クラブ Junos

13 Ｆ-1-3
飯島 麻美 市川 桂子 鈴木 厚子 ㋖宮本 靖子

Patio HTC 川崎レディース すまいる

14 Ｇ-1-3
寺元 千佐子 榎戸 ひとみ 雲 五季子 本田 純子

彗星会 ハーモニー たらの芽クラブ 千歳丘クラブ

Ｂ-2-4
太田 広美 髙橋 多佳美 細田 いずみ 宮川 千秋
ところクラブ 浜町卓研 ハーモニー 個人

Ａ-2-4
野口 美智子 牛山 敬子 石黒 千恵 bye  
美鷹クラブ 個人 さいかち  

14 Ｈ-1-3
小舟 和代 田畑 いづみ 山崎 昌美 bye  

飛行船 東芝 高松クラブ  
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22 Ａ-1-3
小倉 たか子 小谷田 春枝 小澤 弘子 bye 　

もえぎ野 八王子卓球クラブ HTC 　

Ｍ-2-4
粂川 セツ子 小林 たえ子 土肥 京子 bye 　

相模原ベテラン会 もえぎ野 たんぽぽ 　

Ｌ-2-4
堀 信子 広澤 秀香 野口 久代 山岡 清子

八王子ひまわり 府中卓連 MTC調布 いづみクラブ

22 Ｂ-1-3
笹本 敬子 須永 つな子 小栁津 郷 小野 映子

あやめ会 千歳丘クラブ わかば卓球クラブ 卓好会

Ｋ-2-4
横尾 正代 宮地 佳子 伊藤 純子 佐渡 和子

川﨑レディース 来梅クラブ あやめ会 風信子

23 Ｃ-1-3
貴堂 恵美 宮澤 喜美子 山崎 道子 森 ヒデ子

ハーモニー MAX 赤堤クラブ 皐月会

23 Ｄ-1-3
渋谷 ひろ子 下崎 澄子 斉藤 みね子 山村 紀子

八王子船田ＴＣ 府中メープル TTわかば さいかち

Ｊ-2-4
北見 千恵子 神谷 恵美子 石川 美江子 秋葉 加代子

千歳丘クラブ 卓伸会 多摩スポの会 矢川クラブ

Ｉ-2-4
松本 悦子 浜端 照子 伊藤 美和子 小林 とみ

府中メープル 凌友クラブ わかば卓球クラブ 楽卓クラブ

24 Ｅ-1-3
小林 真由美 並木 一枝 長嶋 稔恵 福田 文江

綺羅星 スクエア 多摩スポの会 若葉卓球会

24 Ｆ-1-3
田中 和枝 岸 ヨリ子 佐藤 正子 中西 宏子

立川花組 菱友クラブ 個人 一番星

Ｈ-2-4
千葉 よし子 秋元 好美 高野 泰子 bye 　

たんぽぽ 立川花組 卓明 　

25 Ｇ-1-3
渡辺 康子 ㋖廣川 順子 佐藤 紀子 佐野 菜穂子

調布卓連 来梅クラブ かわさき わかば卓球クラブ
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25 Ｈ-1-3
千葉 よし子 秋元 好美 高野 泰子 bye 　

たんぽぽ 立川花組 卓明 　

Ｇ-2-4
渡辺 康子 ㋖廣川 順子 佐藤 紀子 佐野 菜穂子

調布卓連 来梅クラブ かわさき わかば卓球クラブ

Ｆ-2-4
田中 和枝 岸 ヨリ子 佐藤 正子 中西 宏子

立川花組 菱友クラブ 個人 一番星

26 Ｉ-1-3
松本 悦子 浜端 照子 伊藤 美和子 小林 とみ

府中メープル 凌友クラブ わかば卓球クラブ 楽卓クラブ

Ｅ-2-4
小林 真由美 並木 一枝 長嶋 稔恵 福田 文江

綺羅星 スクエア 多摩スポの会 若葉卓球会

Ｄ-2-4
渋谷 ひろ子 下崎 澄子 斉藤 みね子 山村 紀子

八王子船田ＴＣ 府中メープル TTわかば さいかち

26 Ｊ-1-3
北見 千恵子 神谷 恵美子 石川 美江子 秋葉 加代子

千歳丘クラブ 卓伸会 多摩スポの会 矢川クラブ

27 Ｋ-1-3
横尾 正代 宮地 佳子 伊藤 純子 佐渡 和子

川﨑レディース 来梅クラブ あやめ会 風信子

Ｃ-2-4
貴堂 恵美 宮澤 喜美子 山崎 道子 森 ヒデ子

ハーモニー MAX 赤堤クラブ 皐月会

27 Ｌ-1-3
堀 信子 広澤 秀香 野口 久代 山岡 清子

八王子ひまわり 府中卓連 MTC調布 いづみクラブ

Ｂ-2-4
笹本 敬子 須永 つな子 小栁津 郷 小野 映子

あやめ会 千歳丘クラブ わかば卓球クラブ 卓好会

Ａ-2-4
小倉 たか子 ㋖小谷田 春枝 小澤 弘子 bye 　

もえぎ野 八王子卓球クラブ HTC 　

28 Ｍ-1-3
粂川 セツ子 小林 たえ子 土肥 京子 bye 　

相模原ベテラン会 もえぎ野 たんぽぽ 　



第36回立川オープンベテラン卓球大会

平成29年3月5日(日）

立川市泉体育館

コ
｜

ト
№

ブ
ロ
ッ

ク
№

女子70

34 Ａ-1-3
㋖堀口 能子 岡田 由美子 森 勝子 小野田 ルリ子

府中卓連 八王子卓翔会 わかば卓球クラブ 立川花組

F-2-4
小田島 玲子 六本木 富久子 小山内 久子 石島 初枝

なでしこ あやめの会 わかば卓球クラブ 立川花組

Ｅ-2-4
関森 靖子 松田 洋子 松岡 早苗 村田 かつ子

調布卓連 卓ッキーズ 立川花組 TTわかば

34 Ｂ-1-3
小島 馨 杉山 桃代 手塚 芳子 松橋 洋子
小金井卓連 なでしこ こま卓 MTC調布

Ｄ-2-4
川村 愛子 佐藤 迪子 堀口 逹子 板沢 みつお

多摩スポの会 わかば卓球クラブ さいかち 八王子卓翔会

35 Ｃ-1-3
山﨑 たみ江 一戸 年子 栗山 洋子 富樫 みさ子

たまみ会 二期会 千歳丘 卓研パートナー

35 Ｄ-1-3
川村 愛子 佐藤 迪子 堀口 逹子 板沢 みつお
多摩スポの会 わかば卓球クラブ さいかち 八王子卓翔会

Ｃ-2-4
山﨑 たみ江 一戸 年子 栗山 洋子 富樫 みさ子

たまみ会 二期会 千歳丘 卓研パートナー

36 Ｅ-1-3
関森 靖子 松田 洋子 松岡 早苗 村田 かつ子

調布卓連 卓ッキーズ 立川花組 TTわかば

Ｂ-2-4
小島 馨 杉山 桃代 手塚 芳子 松橋 洋子

小金井卓連 なでしこ こま卓 MTC調布

Ａ-2-4
㋖堀口 能子 岡田 由美子 森 勝子 小野田 ルリ子

府中卓連 八王子卓翔会 わかば卓球クラブ 立川花組

36 Ｆ-1-3
小田島 玲子 六本木 富久子 小山内 久子 石島 初枝

なでしこ あやめの会 わかば卓球クラブ 立川花組


