
34 ブロック

35 ブロック

32 ブロック

33 ブロック

（葛西二中）

30 ブロック

31 ブロック

28 ブロック

29 ブロック

26 ブロック

27 ブロック

24 ブロック

25 ブロック 野田葉子

井上久恵

2 ブロック

3 ブロック

4 ブロック

8 ブロック

ブロック

5 ブロック

6 ブロック

7 ブロック

10 ブロック

11

ブロック

9 ブロック （スマイルクラブ）

進藤浩二 （どんぐり）

竹田孝一 （名球クラブ）

12

13 ブロック

16

22 ブロック

19

20

21

18 ブロック
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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

ブロック

ブロック

ブロック

ブロック

14 ブロック

15 ブロック 丸山勲 （千種ラージ）

山口完治 （かつしか楽笑会）

宮内要治 （サムディ松戸）

真島節男 （松戸ラージ愛友会） 坂口時子 （さわやか） 長谷川春江 （松戸ラージ愛好会）

及川正子 （ビーズ） 渋谷加代 （千種ラージ）

河村順子 （千種ラージ） 高山悦子 （ビーズ）

23 ブロック

17 ブロック 森光瓔子 （サムディ松戸） 遠藤幸子 （かつしか楽笑会）

志賀千代子 （かつしか楽笑会） 安田富子 （卓れん会）

有賀仁子 （ＫＴＣ） 小澤敏子 （かつしか楽笑会）

高本定の

山口進 （卓二会） 鈴木勝好 （皐月会）

大津清一 （常北クラブ） 過足正弘 （ＫＴＣ）

藤田則雄 （ＫＴＣ）

野口政道 （ホワイト）

楊金栄 （なぎさクラブ）

棒名信夫 （墨田ラージ組）

宮森政敏 （篠崎クラブ）

土井索 （足立ラージクラブ）

近藤吉男

中西友正 （幸ラージ）

飯岡二郎 （卓れん会）

吉田康典 （名球クラブ）

大兼宏 （千種ラージ）

田巻瑞雄 （ひがし）

平林浩一 （ホワイト）

小島弘基 （ターゲット）

高橋正芳 （ホワイト）

岩田陽一 （サミディ松戸）

川上渥巴 （新田原）

大林廣光 （ＺＥＲＯ）

渡辺民生 （柚クラブ）

松岡十二 （千種ラージ）

津田高行 （幸ラージ）

日和佐義勝 （千種ラージ）

山本暁美 （岩間クラブ） 杉山敦子 （かつしか楽笑会）

久我たか子 （ホワイト） 橋本美穂 （ろっぷす）

山崎美子 （コリウス） 櫻田美代子 （皐月会）

上畠妙子 （卓愛会） 島田ミツイ （オレンジ）

北条信子 （卓球センター） 斉藤真理子 （皐月会）

熊谷サダ子 （卓球センター） 田川恭子 （サムディ松戸）

石井初枝 （ピンポンズ） 水野桂子 （ガーベラ）

南場よし子 （コリウス） 寒河江ミツ子 （皐月会）

松永範子 （足立ラージクラブ） 笹目智子 （オレンジ）

横田千枝 （卓球センター） 能瀬政恵 （オレンジ）

磯村アイ子 （文京ラージ） 高橋久江 （市原オレンジ）

井上正子 （千種ラージ） 並木弘江 （コスモスポーツ）

粂田みさ子 （葛愛会） 宮田淑子 （千種ラージ）

高橋ミヨ子 （船堀クラブ） 阪野美雪 （かつしか楽笑会）

長峰美智子 （柚クラブ） 立原カヨ子 （船堀クラブ）

菊入繁子 （シナモンＶ） 永井ハナ子 （北水会）

佐藤康子 （シナモンＶ） 陸野キヨ （ガーベラ）

（すこやか卓球） 丸山千栄子 （千種ラージ）

渋谷多美子 （ＺＥＲＯ） 石塚まさ子 （墨田ラージ組）

武藤とも子 （あざみ） 斉藤洋子 （江戸川ＬＢＣ）

（ひまわり卓球） 春日とみ （江戸川ＬＢＣ）

（北水会） 佐藤喜美子



G ブロック
菊入繁子・佐藤康子 永井ハナ子・井上久恵 都築貞子・中嶋

（シナモンＶ） （北水会） （すこやか卓球）

F ブロック
竹中久美子・蓮池あさ子 高橋ミヨ子・宇田川澄子 鈴木花子・太田アキヨ

（ビーズ） （船堀クラブ） （すみれ）

E ブロック
日向すま・根岸光江 中嶋幸子・堀松江 小澤敏子・石川民子

（鬼高クラブ） （ひまわり） （かつしか楽笑会）

（皐月会） （スマイルクラブ） （さわやか）

D ブロック
高橋久江・松岡ユキ子 前原博子・磯村アイ子 宮田淑子・河村順子

（市原オレンジ） （文京ラージ） （千種ラージ）

（コリウス） （葛愛会・個人）

男子ダブルス

女子ダブルス

B ブロック
及川幸世・今井初江 石井初枝・高良作子 島田ミツイ・能瀬政恵

（あかねクラブ） （ピンポンズ） （オレンジ）

C ブロック
田村ちえ・寒河江ミツ子 小滝梅子・芦田真智子 坂口時子・井上タケ子

（ホワイト） （幸ラージ） （卓二会・なぎさクラブ）
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小澤勝夫・田中峰雄 鵜澤弘毅・小浜康夫 藤田道夫・竹田孝一

ランク
優勝 準優勝 ３位

高橋正芳・野口政道 松原正嘉・大石享司 山下滋・楊金栄
A ブロック

B ブロック

C ブロック
（市原オレンジ） （かつしか楽笑会） （幸ラージ）

平林浩一・久我たか子 小島弘基・米川静香

（常北クラブ・岩間クラブ） （ホワイト） （ターゲット）

（かつしか楽笑会） （スマイルクラブ） （名球クラブ）

松岡十二・横山直樹 戸谷正・山口完治 狩戸富男・青木武彦

ミックスダブルス

優勝 準優勝 ３位
染谷冨貴代・結城誠子 椎名絹代・山崎美子 伊藤文子・坂上三重子

（あかねクラブ）

ランク

A ブロック

B ブロック
櫻田泰造・櫻田美代子 白井久雄・田川恭子 永井初治・石井とし子

（皐月会） （卓友クラブ・サムディ松戸） （松島クラブ・皐月会）

ランク
優勝 準優勝 ３位

A ブロック
大津清一・山本睦美

C ブロック
福本善行・高畠富子 島澤元紀・関本久子 川上渥巳・堀口和子

（サムディ松戸・オリオンクラブ） （スマイルクラブ） （新田原）

D ブロック
進藤浩二・三ツ木せい子 土井索・松永範子 星春男・斉藤真理子

（どんぐり） （足立ラージクラブ） （ＫＴＣ・皐月会）

高橋孝夫・長峰美智子 丸山勲・丸山千栄子

（千種ラージ） （柚クラブ） （千種ラージ）

E ブロック
岩田陽一・田中昭子 渡辺民生・渡辺容子 真島節男・長谷川春江

（サムディ松戸） （柚クラブ） （松戸ラージ愛好会）

F ブロック
高橋育三・渋谷加代


