
令和元年度
大田区チャレンジマッチ

■令和元年１０月２２日（火祝） 午前９時開場■
   会場：大森スポーツセンター
   種目：シングルス（男子・女子）
    ※予選リーグ後、予選リーグ順位毎の決勝トーナメントを行う。

主催

大田区卓球連盟



（SANSEI）

男子シングルス
ベスト１６以上（１位トーナメントのみ）

（入賞ベスト８）

田村 （南六郷卓球場） 5 101 尾崎 （南六郷卓球場）

伊藤 （SU.C.NEO） 21 122 横井

（大勤ク）

石川 （HTS） 29 126 埴原 （南六郷卓球場）

岡野 （卓馬ク） 41 146 吉村

（NAC）

野本 （SANSEI） 53 150 兼子 （ぐらんてぃ~る）

大津 （Orange） 73 170 君

（Orange）

日高 （Orange） 85 178 岡部 （南六郷卓球場）

三瓶 （NAC） 97 194 吉田（文）

順位表
優勝 大津 （Orange）
準優勝 埴原 （南六郷卓球場）
ベスト４ 石川 （HTS）
ベスト４ 吉田（文） （Orange）
ベスト８ 三瓶 （NAC）
ベスト８ 尾崎 （南六郷卓球場）
ベスト８ 田村 （南六郷卓球場）
ベスト８ 兼子 （ぐらんてぃ~る）
ベスト１６ 野本 （SANSEI）
ベスト１６ 吉村 （大勤ク）
ベスト１６ 岡野 （卓馬ク）
ベスト１６ 岡部 （南六郷卓球場）
ベスト１６ 日高 （Orange）
ベスト１６ 横井 （SANSEI）
ベスト１６ 伊藤 （SU.C.NEO）
ベスト１６ 君 （NAC）



(Orange)

女子シングルス
ベスト１６以上（１位トーナメントのみ）

（入賞ベスト８）

小渡 （アプリコ） 1 70 浜野 (SU.C.NEO)

鈴木 （卓夢） 17 82 知念

(出雲ク)

高森 （ぐらんてぃ~る） 21 90 三宅 (茉莉花)

後藤 （蒲田TC） 33 102 杉浦

(クローバー)

井口 （クローバー） 37 106 池田 (アプリコ)

大塚（由） （たんぽぽ） 49 118 向山

(Orange)

渡辺（厚） （あゆみ会） 53 122 谷口 (あゆみ会)

伊藤 （クローバー） 65 138 吉田

順位表
優勝 吉田 (Orange)
準優勝 小渡 （アプリコ）
ベスト４ 杉浦 (出雲ク)
ベスト４ 渡辺（厚） （あゆみ会）
ベスト８ 池田 (アプリコ)
ベスト８ 高森 （ぐらんてぃ~る）
ベスト８ 知念 (Orange)
ベスト８ 大塚（由） （たんぽぽ）
ベスト１６ 谷口 (あゆみ会)
ベスト１６ 鈴木 （卓夢）
ベスト１６ 三宅 (茉莉花)
ベスト１６ 伊藤 （クローバー）
ベスト１６ 向山 (クローバー)
ベスト１６ 後藤 （蒲田TC）
ベスト１６ 浜野 (SU.C.NEO)
ベスト１６ 井口 （クローバー）



名前 （チーム名） 名前 （チーム名）

男子１位トーナメント

中島 （HTS） 1 入賞ベスト８ 101

吉田（照） （Orange） 9 110 ⻄田 （アプリコ）

尾崎 （南六郷卓球場）

田村 （南六郷卓球場） 5 108 石川 （キヤノン）

奥田 （馬込同友会） 18 119 川上 （TTC）

成田 （ACE） 14 115 坪木 （徳持同好会）

高橋 （NAC） 25 126 埴原 （南六郷卓球場）

伊藤 （SU.C.NEO） 21 122 横井 （SANSEI）

宇田 （出雲ク） 33 134 森田 （ムサシク）

石川 （HTS） 29 129 佃 （卓栄会）

岡野 （卓馬ク） 41 142 大霜 （NAC）

百瀬 （蒲田TC） 37 140 子貝 （キヤノン）

150 兼子 （ぐらんてぃ~る）高野 （キヤノン） 49

146 吉村 （大勤ク）赤須 （NAC） 48

159 本山 （鷲卓会）菊田 （出雲ク） 60

155 赤羽 （NAC）野本 （SANSEI） 53

166 中野 （Orange）山下 （卓馬ク） 65

162 峰村 （HTS）先田 （TTC） 61

174 糟谷 （キヤノン）大津 （Orange） 73

170 君 （NAC）松浦 （NAC） 70

183 豊原 （蒲田TC）中村 （矢卓ドリーム） 81

178 岡部 （南六郷卓球場）安田 （大勤ク） 77

190 澤田 （アプリコ）花田（芳） （蒲田宴） 89

187 石井 （糀谷ク）日高 （Orange） 85

三瓶 （NAC） 97

194 吉田（文） （Orange）福島 （卓栄会） 93



名前 （チーム名） 名前 （（チーム名））

男子２位トーナメント

工藤 （キヤノン） 2 入賞ベスト４ 102

藤野 （大勤ク） 10 111 大柴 （鷲卓会）

川上 （Seedling）

波多野 （卓栄会） 6 107 遠藤 （パイオニア）

武田 （アプリコ） 17 120 菅野 （どんぐり）

飯村 （TTfr） 15 114 金子 （久が原ガイズ）

花田（正） （蒲田宴） 26 127 井上 （SU.C.NEO）

栗原 （蒲田TC） 22 124 ⻄東 （蒲田TC）

藤原 （アプリコ） 34 137 北野 （六郷スマッシュ）

鈴木 （卓栄会） 30 131 赤木 （出雲ク）

野口（亮） （SU.C.NEO） 42 144 後藤 （蒲田宴）

中石 （NAC） 38 138 新宮 （Orange）

⻫藤 （HTS） 50 152 内藤 （出雲ク）

巖 （大田PK） 46 147 石岡 （矢卓ドリーム）

中島 （ぐらんてぃ~る） 58 158 篠崎 （大勤ク）

佐藤 （アプリコ） 54 154 川畑 （ACE）

駒井 （パイオニア） 66 167 森田 （IPT）

田邊 （キヤノン） 62 163 太田 （蒲田TC）

宇津木 （卓栄会） 75 177 小野 （馬込同友会）

鈴木（詩） （HTS） 69 171 木内 （O2JBClub）

⻑谷川 （どんぐり） 84 184 小林 （矢卓ドリーム）

吉田 （蒲田TC） 79 179 鳥海 （HTS）

星野（有） （馬込同友会） 91 191 高橋 （桜坂ク）

廣盛 （ACE） 87 186 倉又 （SANSEI）

小林 （コスモス会） 98

七條 （蓮） 94 195 里見 （卓馬ク）



名前 （チーム名） 名前 （（チーム名））

男子３位トーナメント

森山 （たんぽぽ） 4 入賞ベスト４ 103

中川 （鷲卓会） 11 112 柴原 （大勤ク）

落合 （NAC）

大場 （ぐらんてぃ~る） 7 109 木村 （ACE）

田所 （六郷スマッシュ） 20 118 鈴木（涼） （HTS）

内藤 （パイオニア） 16 117 星野（賢） （馬込同友会）

佐野 （HTS） 27 128 稲沢 （TTfr）

相沢 （ムサシク） 23 125 若田部 （ピン卓球ク）

金野 （蒲田宴） 36 135 小田切 （HTS）

石塚 （馬込同友会） 31 132 福田 （アプリコ）

織田 （ブロッサム） 44 143 伴 （どんぐり）

折坂 （らいむ） 40 141 福谷 （久が原ク）

丸山 （久が原ク） 51 153 中松 （卓栄会）

滋田 （IPT） 47 148 岩田 （HTS）

飯島 （HTS） 59 161 酒井 （アプリコ）

⻲井 （どんぐり） 56 157 伊藤 （池上ク）

和泉 （大勤ク） 67 169 市川 （SU.C.NEO）

福島 （ACE） 63 164 吉田 （TTfr）

田中 （久が原ガイズ） 74 176 坂⼾ （NAC）

石井 （馬込同友会） 71 172 若井 （馬込同友会）

安藤 （大田PK） 83 182 上江 （パイオニア）

中川 （TTfr） 80 180 ⼾賀沢 （Seedling）

稲垣 （アプリコ） 90 192 島松 （どんぐり）

木村 （NAC） 88 188 ⻑瀬 （出雲ク）

野口（但） （SU.C.NEO） 99

四十物 （SANSEI） 95 196 河田 （蒲田宴）



名前 （チーム名） 名前 （（チーム名））

男子４位トーナメント

今出川 （Seedling） 3 入賞ベスト４ 105

113 鴨志田 （しらさぎ会）

古角 （HTS）

市村 （O2JBClub） 8 106 名嘉山 （SU.C.NEO）

高野 （どんぐり） 19 121 広瀬 （NAC）

内田 （しらさぎ会） 28 129 堀越 （大田PK）

佐藤 （糀谷ク） 35 134 島田 （馬込同友会）

鹿野 （コスモス会） 32 133 藤田 （らいむ）

由井 （ACE） 43 145 安藤 （ACE）

丹羽 （どんぐり） 39 139 瓜谷 （池上ク）

中村 （TTC） 52

149 佐藤 （コスモス会）

160 立花 （どんぐり）

谷沢 （六郷スマッシュ） 55 156 藤田 （HTS）

池田 （ピン卓球ク） 68 168 在原 （蒲田宴）

石村 （しらさぎ会） 64

高橋 （萩中ク） 76 175 清水 （TTC）

醍醐 （糀谷ク） 72

185 竹村 （卓栄会）

大木 （池上ク） 92 193 土井 （キヤノン）

189 川本 （HTS）

萩原 （徳持同好会） 96 197 高野 （大勤ク）



名前 （（チーム名）） 名前 (（チーム名）)

浜野 (SU.C.NEO)

笹鹿 （卓栄会） 5 75 小泉 (TOKI)

女子１位トーナメント

小渡 （アプリコ） 1 入賞ベスト８ 70

鈴木 （NAC） 13 82 知念 (Orange)

福田 （TOKI） 9 81 佐藤 (糀谷ク)

高森 （ぐらんてぃ~る） 21 90 三宅 (茉莉花)

鈴木 （卓夢） 17 87 柴田 (萩中ク)

二宮 （NAC） 31 99 渡邊 (桜坂ク)

都筑 （Orange） 25 95 今井 (アプリコ)

井口 （クローバー） 37 106 池田 (アプリコ)

後藤 （蒲田TC） 33 102 杉浦 (出雲ク)

佐藤 （ぐらんてぃ~る） 46 114 刈屋 (どんぐり)

高田 （NAC） 41 111 菊地 (卓夢)

渡辺（厚） （あゆみ会） 53 122 谷口 (あゆみ会)

大塚（由） （たんぽぽ） 49 118 向山 (クローバー)

田島 （卓栄会） 61 131 豊原（祐） (NAC)

越 （萩中ク） 57 126 岩崎 (萩中ク)

138 吉田 (Orange)

伊藤 （クローバー） 65 135 結城 (TOKI)



名前 （チーム名） 名前 （チーム名）

城田 (Orange)

八木 （Orange） 6 74 大沢 (あゆみ会)

女子２位トーナメント

⻑谷川 （どんぐり） 2 入賞ベスト４ 71

加藤（ト） （馬込ク） 14 83 大塚（千） (たんぽぽ)

秋葉 （ACE） 11 80 渡部 (NAC)

浜多 （桜坂ク） 22 91 市川 (卓栄会)

浅野 （卓栄会） 18 86 児玉 (MTC)

榊（恵） （どんぐり） 29 98 葛⻄ (卓夢)

藤田 （糀谷ク） 26 94 成尾 (NAC)

高野 （卓栄会） 38 109 宮崎 (Orange)

米川 （たんぽぽ） 34 104 浦崎 (ACE)

菅原 （あかしあク） 48 115 横田 (REVE)

片野 （糀谷ク） 42 110 酒井 (NAC)

中島（美） （卓栄会） 54 123 武本 (蒲田TC)

李 （キヤノン） 51 119 伊藤 (糀谷ク)

藤井 （TOKI） 62 130 中島（恵） (卓栄会)

清水 （NAC） 58 127 小島 (蒲田宴)

139 上野 (卓夢)

榊（あ） （どんぐり） 66 134 高木 (たんぽぽ)



名前 （（チーム名）） 名前 (（チーム名）)

伊藤 (蒲田宴)

佐藤 （HTS） 7 76 野口 (桜坂ク)

女子３位トーナメント

岩渕 （菜の花ク） 4 入賞ベスト４ 72

佐藤 （茉莉花） 15 84 砥綿 (卓友会)

飯村 （TTfr） 10 79 加藤 (ぐらんてぃ~る)

佐藤 （卓栄会） 23 92 宮澤 (クローバー)

萩原 （六⻘会） 19 89 中田 (どんぐり)

片岡 （MTC） 30 101 神田 (樟ク)

佐々木 （卓夢） 28 96 松本 (どんぐり)

水野 （出雲ク） 40 107 小松 (桜坂ク)

町田 （あかしあク） 35 103 小林 (糀谷ク)

安井 （ACE） 47 116 増田 (ブロッサム)

金古 （IPT） 43 113 山形 (ACE)

平沢 （糀谷ク） 55 125 鍋田 (ACE)

野口 （SU.C.NEO） 50 120 白井 (菜の花ク)

木村 （卓夢） 63 133 赤塚 (O2JBClub)

⻘山 （馬込ク） 59 128 小池 (あかしあク)

140 小藤 (キヤノン)

堀口 （蒲田宴） 68 137 小池 (六⻘会)



名前 （（チーム名）） 名前 (（チーム名）)

田嶋 (IPT)

⻲掛川 （ブロッサム） 8 77 下原 (TTfr)

女子４，５位トーナメント

小俣 （NAC） 3 入賞ベスト４ 73

花田 （蒲田宴） 16 85 鵜澤 (六⻘会)

⻘嵜 （六⻘会） 24 93 稲葉 (ブロッサム)

安部 （O2JBClub） 20 88 井下 (キヤノン)

箭内 （出雲ク） 32 100 柴田 (菜の花ク)

松崎 （樟ク） 27 97 ⻘柳 (六⻘会)

中島 （あけぼの） 59 108 野本 (蒲田宴)

大山 （ブロッサム） 36 105 我孫子 (卓栄会)

古川 （どんぐり） 45 117 豊原（歩） (NAC)

櫛下町 （桜坂ク） 44 112 池田 (卓栄会)

須田 （菜の花ク） 56 124 山本 (ブロッサム)

成田 （六⻘会） 52 121 森山 (たんぽぽ)

東 （桜坂ク） 64 132 小野寺 (梅屋敷卓球ク)

篠塚 （六⻘会） 60 129 市田 (桜坂ク)

141 松本 (TTfr)

市村 （O2JBClub） 69 136 金成 (馬込ク)



中島 （HTS） 1 29 石川 （HTS）
工藤 （キヤノン） 2 30 鈴木 （卓栄会）
今出川 （Seedling） 3 31 石塚 （馬込同友会）

森山 （たんぽぽ） 4 32 鹿野 （コスモス会）

田村 （南六郷卓球場） 5 33 宇田 （出雲ク）
波多野 （卓栄会） 6 34 藤原 （アプリコ）
大場 （ぐらんてぃ~る） 7 35 佐藤 （糀谷ク）
市村 （O2JBClub） 8 36 金野 （蒲田宴）

吉田（照） （Orange） 9 37 百瀬 （蒲田TC）
藤野 （大勤ク） 10 38 中石 （NAC）
中川 （鷲卓会） 11 39 丹羽 （どんぐり）
木村 （徳持同好会） 12 40 折坂 （らいむ）

藤村 （SANSEI） 13 41 岡野 （卓馬ク）
成田 （ACE） 14 42 野口（亮） （SU.C.NEO）
飯村 （TTfr） 15 43 由井 （ACE）
内藤 （パイオニア） 16 44 織田 （ブロッサム）

武田 （アプリコ） 17 45 ⻄尾 （大勤ク）
奥田 （馬込同友会） 18 46 巖 （大田PK）
高野 （どんぐり） 19 47 滋田 （IPT）
田所 （六郷スマッシュ） 20 48 赤須 （NAC）

伊藤 （SU.C.NEO） 21 49 高野 （キヤノン）
栗原 （蒲田TC） 22 50 ⻫藤 （HTS）
相沢 （ムサシク） 23 51 丸山 （久が原ク）
永久保 （矢卓ドリーム） 24 52 中村 （TTC）

高橋 （NAC） 25

花田（正） （蒲田宴） 26

佐野 （HTS） 27

内田 （しらさぎ会） 28

男子トーナメント全体（予選リーグ）
（１）



野本 （SANSEI） 53 77 安田 （大勤ク）
佐藤 （アプリコ） 54 78 上原 （HTS）
谷沢 （六郷スマッシュ） 55 79 吉田 （蒲田TC）
⻲井 （どんぐり） 56 80 吉田 （TTfr）

吉田 （南六郷卓球場） 57 81 中村 （矢卓ドリーム）

中島 （ぐらんてぃ~る） 58 82 馬養 （キヤノン）
飯島 （HTS） 59 83 安藤 （大田PK）
菊田 （出雲ク） 60 84 ⻑谷川 （どんぐり）

先田 （TTC） 61 85 日高 （Orange）
田邊 （キヤノン） 62 86 新垣 （ムサシク）
福島 （ACE） 63 87 廣盛 （ACE）
石村 （しらさぎ会） 64 88 木村 （NAC）

山下 （卓馬ク） 65 89 花田（芳） （蒲田宴）
駒井 （パイオニア） 66 90 稲垣 （アプリコ）
和泉 （大勤ク） 67 91 星野（有） （馬込同友会）

池田 （ピン卓球ク） 68 92 大木 （池上ク）

鈴木（詩） （HTS） 69 93 福島 （卓栄会）
松浦 （NAC） 70 94 七條 （蓮）
石井 （馬込同友会） 71 95 四十物 （SANSEI）
醍醐 （糀谷ク） 72 96 萩原 （徳持同好会）

大津 （Orange） 73 97 三瓶 （NAC）
田中 （久が原ガイズ） 74 98 小林 （コスモス会）

宇津木 （卓栄会） 75 99 野口（但） （SU.C.NEO）
高橋 （萩中ク） 76 100 鶴巻 （HTS）

男子トーナメント全体（予選リーグ）
（２）



尾崎 （南六郷卓球場） 101 126 埴原（佑） （南六郷卓球場）

川上 （Seedling） 102 127 井上 （SU.C.NEO）
落合 （NAC） 103 128 稲沢 （TTfr）
横溝 （IPT） 104 129 堀越 （大田PK）
古角 （HTS） 105

名嘉山 （SU.C.NEO） 106 130 佃 （卓栄会）
遠藤 （パイオニア） 107 131 赤木 （出雲ク）
石川 （キヤノン） 108 132 福田 （アプリコ）
木村 （ACE） 109 133 藤田 （らいむ）

⻄田 （アプリコ） 110 134 森田 （ムサシク）
大柴 （鷲卓会） 111 135 小田切 （HTS）
柴原 （大勤ク） 112 136 島田 （馬込同友会）

鴨志田 （しらさぎ会） 113 137 北野 （六郷スマッシュ）

金子 （久が原ガイズ） 114 138 新宮 （Orange）
坪木 （徳持同好会） 115 139 瓜谷 （池上ク）
菱沼 （卓栄会） 116 140 小貝 （キヤノン）

星野（賢） （馬込同友会） 117 141 福谷 （久が原ク）

鈴木（涼） （HTS） 118 142 大霜 （NAC）
川上 （TTC） 119 143 伴 （どんぐり）
菅野 （どんぐり） 120 144 後藤 （蒲田宴）
廣瀬 （NAC） 121 145 安藤 （ACE）

横井 （SANSEI） 122 146 吉村 （大勤ク）
内藤 （卓馬ク） 123 147 石岡 （矢卓ドリーム）

⻄東 （蒲田TC） 124 148 岩田 （HTS）
若田部 （ピン卓球ク） 125 149 佐藤 （コスモス会）

男子トーナメント全体（予選リーグ）
（３）



兼子 （ぐらんてぃ~る） 150 174 糟谷 （キヤノン）
泉 （梅屋敷卓球場） 151 175 清水 （TTC）
内藤 （出雲ク） 152 176 坂⼾ （NAC）
中松 （卓栄会） 153 177 小野 （馬込同友会）

川畑 （ACE） 154 178 岡部 （南六郷卓球場）

赤羽 （NAC） 155 179 鳥海 （HTS）
藤田 （HTS） 156 180 ⼾賀沢 （Seedling）
伊藤 （池上ク） 157 181 大原 （ACE）

篠崎 （大勤ク） 158 182 上江 （パイオニア）

本山 （鷲卓会） 159 183 豊原 （蒲田TC）
立花 （どんぐり） 160 184 小林 （矢卓ドリーム）

酒井 （アプリコ） 161 185 竹村 （卓栄会）

峰村 （HTS） 162 186 倉又 （SANSEI）
太田 （蒲田TC） 163 187 石井 （糀谷ク）
吉田 （TTfr） 164 188 ⻑瀬 （出雲ク）
塚原 （キヤノン） 165 189 川本 （HTS）

中野 （Orange） 166 190 澤田 （アプリコ）
森田 （IPT） 167 191 高橋 （桜坂ク）
在原 （蒲田宴） 168 192 島松 （どんぐり）
市川 （SU.C.NEO） 169 193 土井 （キヤノン）

君 （NAC） 170 194 吉田（文） （Orange）
木内 （O2JBClub） 171 195 里見 （卓馬ク）
若井 （馬込同友会） 172 196 河田 （蒲田宴）
岡本 （大田PK） 173 197 高野 （大勤ク）

男子トーナメント全体（予選リーグ）
（４）



小渡 （アプリコ） 1 21 高森 （ぐらんてぃ~る）

⻑谷川 （どんぐり） 2 22 浜多 （桜坂ク）
小俣 （NAC） 3 23 佐藤 （卓栄会）
岩渕 （菜の花ク） 4 24 ⻘嵜 （六⻘会）

笹鹿 （卓栄会） 5 25 都筑 （Orange）
八木 （Orange） 6 26 藤田 （糀谷ク）
佐藤 （HTS） 7 27 松崎 （樟ク）
⻲掛川 （ブロッサム） 8 28 佐々木 （卓夢）

福田 （TOKI） 9 29 榊（恵） （どんぐり）
飯村 （TTfr） 10 30 片岡 （MTC）
秋葉 （ACE） 11 31 二宮 （NAC）
吉岡 （MTC） 12 32 箭内 （出雲ク）

鈴木 （NAC） 13 33 後藤 （蒲田TC）
加藤（ト） （馬込ク） 14 34 米川 （たんぽぽ）

佐藤 （茉莉花） 15 35 町田 （あかしあク）

花田 （蒲田宴） 16 36 大山 （ブロッサム）

鈴木 （卓夢） 17

浅野 （卓栄会） 18

萩原 （六⻘会） 19

安部 （O2JBClub） 20

女子トーナメント全体（予選リーグ）
（１）



井口 （クローバー） 37 53 渡辺（厚） （あゆみ会）
高野 （卓栄会） 38 54 中島（恵） （たんぽぽ）
中島 （あけぼの） 39 55 平沢 （糀谷ク）
水野 （出雲ク） 40 56 須田 （菜の花ク）

高田 （NAC） 41 57 越 （萩中ク）
片野 （糀谷ク） 42 58 清水 （NAC）
金古 （IPT） 43 59 ⻘山 （馬込ク）
櫛下町 （桜坂ク） 44 60 篠塚 （六⻘会）

古川 （どんぐり） 45 61 田島 （卓栄会）
佐藤 （ぐらんてぃ~る） 46 62 藤井 （TOKI）
浜村 （卓夢） 47 63 木村 （卓夢）
菅原 （あかしあク） 48 64 東 （桜坂ク）

大塚（由） （たんぽぽ） 49 65 伊藤 （クローバー）

野口 （SU.C.NEO） 50 66 榊（あ） （どんぐり）
李 （キヤノン） 51 67 安井 （ACE）
成田 （六⻘会） 52 68 堀口 （蒲田宴）

69 市村 （O2JBClub）

女子トーナメント全体（予選リーグ）
（２）



浜野 （SU.C.NEO） 70 90 三宅 （茉莉花）
城田 （卓栄会） 71 91 市川 （卓栄会）
伊藤 （蒲田宴） 72 92 宮澤 （クローバー）

田嶋 （IPT） 73 93 稲葉 （ブロッサム）

大沢 （あゆみ会） 74 94 成尾 （NAC）
小泉 （TOKI） 75 95 今井 （アプリコ）
野口 （桜坂ク） 76 96 松本 （どんぐり）
下原 （TTfr） 77 97 ⻘柳 （六⻘会）

小坂 （あかしあク） 78 98 葛⻄ （卓夢）
加藤 （ぐらんてぃ~る） 79 99 渡邉 （桜坂ク）
渡部 （NAC） 80 100 柴田 （菜の花ク）
佐藤 （糀谷ク） 81 101 神田 （樟ク）

知念 （Orange） 82 102 杉浦 （出雲ク）
大塚（千） （たんぽぽ） 83 103 小林 （糀谷ク）

砥綿 （卓友会） 84 104 浦崎 （ACE）
鵜澤 （六⻘会） 85 105 安孫子 （卓栄会）

児玉 （MTC） 86

柴田 （萩中ク） 87

井下 （キヤノン） 88

中田 （どんぐり） 89

女子トーナメント全体（予選リーグ）
（３）



池田 （アプリコ） 106 122 谷口 （あゆみ会）
小松 （桜坂ク） 107 123 武本 （蒲田TC）
野本 （蒲田宴） 108 124 山本 （ブロッサム）

宮崎 （Orange） 109 125 鍋田 （ACE）

酒井 （NAC） 110 126 岩崎 （萩中ク）
菊地 （卓夢） 111 127 小島 （蒲田宴）
池田 （卓栄会） 112 128 小池 （あかしあク）

山形 （ACE） 113 129 市田 （桜坂ク）

刈屋 （どんぐり） 114 130 中島（恵） （卓栄会）
横田 （REVE） 115 131 豊原（祐） （NAC）
増田 （ブロッサム） 116 132 小野寺 （梅屋敷卓球場）

豊原（歩） （NAC） 117 133 赤塚 （O2JBClub）

向山 （クローバー） 118 134 高木 （たんぽぽ）
伊藤 （糀谷ク） 119 135 結城 （TOKI）
臼井 （菜の花ク） 120 136 金成 （馬込ク）
森山 （たんぽぽ） 121 137 小池 （六⻘会）

138 吉田 （Orange）
139 上野 （卓夢）
140 小藤 （キヤノン）
141 松本 （TTfr）

女子トーナメント全体（予選リーグ）
（４）


