
14 ブロック 大石　享司（幸ラージ） 小林　信夫（鬼高クラブ） 伊藤　みち（大田ラージ）

15 ブロック

戸辺　かつみ（ガーベラ）

山本　靜江（ピンポンズ）

坂口　時子（さわやか）

渋谷　多美子（ＺＥＲＯ）

卜部　美知子（千種ラージ）

松田　ミワ（ＭＡＹ　ＹＯＵＮＧ） 阪野　美雪（かつしか楽笑会）

稲葉　妙子（Ｋ　Ｔ　Ｃ） 芦田　満智子（スマイルクラブ）

築尾　淳子（Ｆ　Ｔ　Ｃ） 松田　仲子（スマイルクラブ）

23 ブロック 池田　英美子（ピンポンズ）

17 ブロック 飯岡　二郎（卓れん会） 中田　みよ子（スマイルクラブ）

18 ブロック
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西本　公英（チーム西本） 小池　達郎（礼武道場） 米川　静香（ターゲット） 松村　秀子（足立夢クラブ）
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優勝 準優勝 優勝 準優勝

ブロック1

ランク
男子シングルス 女子シングルス

16 ブロック

池田　奈緒子（平田小）永瀬　邦夫（ひ　が　し）

横山　直樹（スマイルラージ） 丸山　勲（千種ラージ） 並木　弘江（コスモスポーツ） 西田　町子（聖友クラブ）

長光　秀一（しらさぎ）22 ブロック

久保　勝広（足立ラージクラブ） 高井　恭子（足立ラージクラブ）

外戸口　正輝（かつしか楽笑会） 浜野　光章（MAY YOUNG) 三ツ本せい子（どんぐり）

白井　久雄（卓友クラブ）

山崎　彰一（名球クラブ）

植盛　恭子（チーム西本）

依光　冨久子（三鷹　卓水会）

西山　幸子（足立ラージクラブ）

高橋　みよ子（船堀クラブ）

ブロック 進藤　浩二（どんぐり） 新井　勇（我孫子クラブ） 篠崎　知世子（足立ラージクラブ） 手塚　紘子（ふくろう）

8 ブロック 泉澤　仁（あじさい会） 田村　誠三郎（皐　月　会） 勝　順子（サムディ松戸） 南場　よし子（コリウス）

9 ブロック 大林　廣光（ＺＥＲＯ） 石山　末男（鬼高クラブ） 和田 斉藤　清子（オレンジ）

10 ブロック 小山　寿晴（松戸ラージ愛好会） 高橋　貞作（名球クラブ） 関本　久子（スマイルクラブ）

西村　佳子（す　み　れ）

2 ブロック 高橋　正芳（皐　月　会） 三上　誠（かつしか楽笑会） 橋本　美穂（ろっぷす） 山崎　美子（コリウス）

3 ブロック 過足　政弘（Ｋ　Ｔ　Ｃ） 大津　清一（常北クラブ） 山本　暁美（岩間クラブ） 神永　美代子（香月クラブ）

4 ブロック 永井　初治（松島クラブ） 後藤　義則（足立夢クラブ） 飯田　智子（かつしか楽笑会） 斎藤　悦子（市原ラージ）

笹目　智子（オレンジ）

ブロック 小澤　勝夫（かつしか楽笑会） 水野　清（松江クラブ）

5 ブロック 正木　開志（Ｆ　Ｔ　Ｃ） 富島　俊男（Ｋ　Ｔ　Ｃ） 成島　糸美（トマト倶楽部） 斉藤　真理子（まりもくらぶ））

6 ブロック 田中　文夫（かつしか楽笑会） 城山　豊（ゆうゆうクラブ） 熊谷　サダコ（卓球センター） 島田　ミツイ（オレンジ）

7 ブロック 高崎　義明（MAY YOUNG) 田中　理（麻生クラブ） 山岸　文枝（卓　二　会） 山根　喜美江（鬼高クラブ）

19

20

21

ブロック

ブロック

ブロック

12

11

宮内　要治（サムディ松戸） 日和佐　義勝（千種ラージ）

佐藤　雅文（平　田　小） 大兼　宏（千種ラージ）

石毛　荘夫（サムディ松戸） 海老原　一郎（や　よ　い）

13 ブロック 松原　正嘉（幸ラージ） 福本　善行（サムディ松戸）

26 ブロック 松本　公恵（ＭＡＹ　ＹＯＵＮＧ） 佐藤　サダ子（サムディ松戸）

27 ブロック 都築　貞子（すこやか） 武藤　とも子（北　小　岩）

24 ブロック 森光　瓔子（サムディ松戸） 松永　範子（足立ラージクラブ）

25 ブロック 高山　三世子（四街道ラージ） 松岡　ユキ子（スマイルラージ）

山野　志津江（ひ　が　し）

28 ブロック 太田　三千江（は　る　な） 安田　富子（ポピーの会）

29 ブロック 田村　ちえ（皐月会） 中嶋　幸子（Ｅ　Ｌ　Ｂ　Ｃ）

34 ブロック 小島　光子（北　水　会） 中嶋　千代（すこやか）

35 ブロック 小室　幸子（なでしこ） 鈴木　雅子（は　る　な）

32 ブロック 永井（北　水　会） 鈴木　洋子（レインボー）

33 ブロック 青木　よし（葛飾楽笑会） 井上　久恵（北　水　会）

30 ブロック 及川　正子（たんぽぽ） 知久　貞子（卓親クラブ）

31 ブロック 竹越　文代（西越ＬＢ会）
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H ブロック
石毛　荘夫・佐藤　サダ子 浜野　光章・松本　公恵

（サムディ松戸） （ＭＡＹ　ＹＯＵＮＧ）

G ブロック
高橋　利明・並木　弘江 日和佐　義勝・山路　ミトシ

（コスモスポーツクラブ） （千種ラージ）

F ブロック
佐藤　雅文・池田　奈緒子 横山　直樹・井上　正子

（平　田　小） （スマイルラージ）

E ブロック
日下　悦勝・高井　恭子 加藤　勇・北野　正子

（足立ラージクラブ） （チームＮ・オリオン）

D ブロック
高崎　義明・松田　ミワ 高橋　吾郎・竹越　文代

（ＭＡＹ　ＹＯＵＮＧ） （西越ＬＢ会）

C ブロック
白井　久雄・田川　恭子 大林　廣光・渋谷　多美子

（卓友クラブ） （ＺＥＲＯ）

B ブロック
西本　公英・植盛　恭子 南出　邦雄・伊東　勝子

（チーム西本） （鳩ケ谷ラージ）

（ビーズ）

ランク
ミックスダブルス

優勝 準優勝

A ブロック
小島　弘基・米川　静香 大津　清一・山本　暁美

（ターゲット） （常北クラブ・岩間クラブ）

G ブロック
田代　弘子・青柳　幸子 小滝　梅子・芦田　満智子

（チームＭＢＳ） （スマイルクラブ）

F ブロック
小澤　敏子石川　民子 中田　みよ子・松田　仲子

（かつしか楽笑会） （スマイルクラブ）

I ブロック
山本　春枝・青木　よし 鈴木　洋子・町田　光子

（ラバーズ習志野・葛飾楽笑会） （レインボー）

H ブロック
待山　知子・長谷川　春江 竹中　久美子・蓮池　あさ子

（ラージ愛好会）

（皐月会） （かつしか楽笑会）

A ブロック

B ブロック

C ブロック

D ブロック

E ブロック

（スマイルクラブ） （かつしか楽笑会） （押上クラブ・オレンジ） （さわやか）

寒河江ミツ子・田村　チエ 里見　栄子・阪野　美雪

（名球クラブ） （かつしか楽笑会） （葛愛会・個人） （オレンジ・押上クラブ）

近藤　吉男・小浜　泰夫 田中　峰雄・神田　彰也 岸　恵子・笹目　智子 坂口　時子・井上　タケ子

（幸ラージ） （ＫＴＣ・あじさい） （ふくろう・松戸ＬＢ愛好会） （足立ラージクラブ）

藤田　道夫・竹田　孝一 山口　完治・戸谷　正 伊藤文子・坂上　三重子 斉藤　清子・鈴木　とし江

（ＫＴＣ・アリーナ） （卓　二　会） （香月クラブ） （卓球センター）

松原　正嘉・大石　享司 富島　俊男・泉澤　仁　 手塚　紘子・曾村　恵美子 篠崎　知世子・西山　幸子

ランク
男子ダブルス 女子ダブルス

優勝 準優勝 優勝 準優勝
中村　勉・楊　金栄 山下　滋・山口　進 神永　美代子・三浦　ひとみ 小俣　公子・服部　洋子


