
【１５～１６コート】 表彰１位～２位

宮澤真咲美 桑原　陽子 加藤　禎子 藤木由紀子

(DANDELION) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (鳴神クラブ)

加藤さゆり 大平　悠里 吉田みゆき 榊原みち子

(桐栄会) (すもんくらぶ) (GRC) (あづまラージ)

菊地　由紀 久保田みどり 大出　秀子 清水　洋子

(喬徳会) (桐生みどり会) (Rkｓtudio) (ORANGE)

菊地　由紀 久保田みどり 大出　秀子 清水　洋子

(喬徳会) (桐生みどり会) (Rkｓtudio) (ORANGE)

宮澤真咲美 桑原　陽子 加藤　禎子 藤木由紀子

(DANDELION) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (鳴神クラブ)

加藤さゆり 大平　悠里 吉田みゆき 榊原みち子

(桐栄会) (すもんくらぶ) (GRC) (あづまラージ)

◇上位入賞者

加藤さゆり (桐栄会) 宮澤真咲美 (DANDELION)

【１７コート】 表彰１位

宮澤真咲美 桑原　陽子 加藤　禎子 藤木由紀子

(DANDELION) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (鳴神クラブ)

加藤さゆり 大平　悠里 吉田みゆき 榊原みち子

(桐栄会) (すもんくらぶ) (GRC) (あづまラージ)

菊地　由紀 久保田みどり 大出　秀子 清水　洋子

(喬徳会) (桐生みどり会) (Rkｓtudio) (ORANGE)

菊地　由紀 久保田みどり 大出　秀子 清水　洋子

(喬徳会) (桐生みどり会) (Rkｓtudio) (ORANGE)

宮澤真咲美 桑原　陽子 加藤　禎子 藤木由紀子

(DANDELION) (桐栄会) (ヨーラ宇都宮) (鳴神クラブ)

加藤さゆり 大平　悠里 吉田みゆき 榊原みち子

(桐栄会) (すもんくらぶ) (GRC) (あづまラージ)

◇下位入賞者

久保田みどり (桐生みどり会)

女子シングルス ⑧５９歳以下

上位決勝トーナメント

女子シングルス ⑧５９歳以下

下位決勝トーナメント

1-4

2-3

優　勝

1-3

2-4

3-4

3-3

3-2

1-2

2-1

優　勝 準優勝

3-1

2-2

1-1



【１８コート】 表彰１位～２位

吉田　恵子 永田恵久子 清水　厚子

(桐栄会) (横川スポーツ) (T.T.下平)

吉田　恵子 永田恵久子 清水　厚子

(桐栄会) (横川スポーツ) (T.T.下平)

村田　広美 福田　敬子 小林　福江

(SANO) (オオルリ) (ORANGE)

吉田　恵子 永田恵久子 清水　厚子

(桐栄会) (横川スポーツ) (T.T.下平)

村田　広美 福田　敬子 小林　福江

(SANO) (オオルリ) (ORANGE)

村田　広美 福田　敬子 小林　福江

(SANO) (オオルリ) (ORANGE)

◇全体入賞者

村田　広美 (SANO) 福田　敬子 (オオルリ)

【１９コート】 表彰１位～２位

真生田妙子 髙橋智恵子 木村　規子

(ドリームLC) (ORANGE) (桐生みどり会)

西脇　礼子 浅井　幸江 小倉　きみ
(吹上卓球クラブ) (球　極) (かたくりL)

波止場登美江 松井みゆき 井野ひさ子

(FTC) (渡良瀬) (けやき)

波止場登美江 松井みゆき 井野ひさ子

(FTC) (渡良瀬) (けやき)

真生田妙子 髙橋智恵子 木村　規子

(ドリームLC) (ORANGE) (桐生みどり会)

西脇　礼子 浅井　幸江 小倉　きみ
(吹上卓球クラブ) (球　極) (かたくりL)

◇上位入賞者

波止場登美江 (FTC) 髙橋智恵子 (ORANGE)

【２０コート】 表彰１位

得 順

点 位

真生田妙子 髙橋智恵子 木村　規子

(ドリームLC) (ORANGE) (桐生みどり会)

西脇　礼子 浅井　幸江 小倉　きみ ○
(吹上卓球クラブ) (球　極) (かたくりL) 2－0

波止場登美江 松井みゆき 井野ひさ子 ○

(FTC) (渡良瀬) (けやき) 2－0

◇下位入賞者

浅井　幸江 (球　極)

準優勝

準優勝

優　勝

女子シングルス ⑨６０歳以上

全体決勝トーナメント

女子シングルス ⑩６５歳以上

上位決勝トーナメント

女子シングルス ⑩６５歳以上

下位決勝リーグ

3-2 

3-1 

1-2 

2-1 

優　勝

1 2

優　勝

1-1 

2-2 

1-1 

×

×

0－2

○

1-3 

2-2 

1-2 

2-3 

2-1 

0－2

1－2

21-3

2-3

3-3

×

3

2－1

3

4 1

3 2



【２１～２２コート】 表彰１位～３位

下山　節子 佐藤　和子 渡辺しげ子 小倉　裕子

(桐生新卓会) (彗星クラブ) (シリウス) (L.T.T)

鈴木　敏美 権守ひさい 小川あき子

(MRC) (桐生新卓会) (MRC）

茂木　和子 辻川美代子 安藤　泰子 金子美恵子

(桐生みどり会) (みっくす) (水芭蕉) (渡良瀬)

松本　幸子 大澤美代子 岡田　政江 奥野　恵子

(ドリームLC) (みやまクラブ) (みっくす) (桐生新卓会)

茂木　和子 辻川美代子 安藤　泰子 金子美恵子

(桐生みどり会) (みっくす) (水芭蕉) (渡良瀬)

松本　幸子 大澤美代子 岡田　政江 奥野　恵子

(ドリームLC) (みやまクラブ) (みっくす) (桐生新卓会)

下山　節子 佐藤　和子 渡辺しげ子 小倉　裕子

(桐生新卓会) (彗星クラブ) (シリウス) (L.T.T)

鈴木　敏美 権守ひさい 小川あき子

(MRC) (桐生新卓会) (MRC）

下山　節子

(桐生新卓会)

◇上位入賞者

辻川美代子 (みっくす) 松本　幸子 (ドリームLC)

【２２～２３コート】 表彰１位

下山　節子 佐藤　和子 渡辺しげ子 小倉　裕子

(桐生新卓会) (彗星クラブ) (シリウス) (L.T.T)

茂木　和子 辻川美代子 安藤　泰子 金子美恵子

(桐生みどり会) (みっくす) (水芭蕉) (渡良瀬)

松本　幸子 大澤美代子 岡田　政江 奥野　恵子

(ドリームLC) (みやまクラブ) (みっくす) (桐生新卓会)

茂木　和子 辻川美代子 安藤　泰子 金子美恵子

(桐生みどり会) (みっくす) (水芭蕉) (渡良瀬)

松本　幸子 大澤美代子 岡田　政江 奥野　恵子

(ドリームLC) (みやまクラブ) (みっくす) (桐生新卓会)

下山　節子 佐藤　和子 渡辺しげ子 小倉　裕子

(桐生新卓会) (彗星クラブ) (シリウス) (L.T.T)

鈴木　敏美 権守ひさい 小川あき子

(MRC) (桐生新卓会) (MRC）

◇下位入賞者

岡田　政江 (みっくす)

女子シングルス ⑪７０歳以上

上位決勝トーナメント

女子シングルス ⑪７０歳以上

下位決勝トーナメント

4-3

3-3

4-4

1-4

2-3

1-3

3-4

３位決定戦
鈴木　敏美

(MRC)

優　勝 準優勝

3-2

4-1

3-1

4-2

1-2

2-1

1-1

2-2

下山　節子

第３位

(桐生新卓会)

優　勝

キケン

キケン

キケン

キケン

キケン

キケン

キケン



【２４～２５コート】 表彰１位～３位

根岸　總代 園田　延子 武永　芳恵

(桐生みどり会) (かたくりL) (けやき)

新井　京子 有我　法子 飯島　敏子

(桐生新卓会) (みやまクラブ) (シリウス)

武　美智子 茂木恵美子 岡部　利江 岩澤きよ子

(渡良瀬) (LMC） (鳴神クラブ) (セミナリオラージ)

布川　洋子 関根　恭代 坂口　輝子 桒原　芳子

(桐生みどり会) (祇園会) (桐生新卓会) (渡良瀬)

武　美智子 茂木恵美子 岡部　利江 岩澤きよ子

(渡良瀬) (LMC） (鳴神クラブ) (セミナリオラージ)

布川　洋子 関根　恭代 坂口　輝子 桒原　芳子

(桐生みどり会) (祇園会) (桐生新卓会) (渡良瀬)

根岸　總代 園田　延子 武永　芳恵

(桐生みどり会) (かたくりL) (けやき)

新井　京子 有我　法子 飯島　敏子

(桐生新卓会) (みやまクラブ) (シリウス)

有我　法子

(みやまクラブ)

◇上位入賞者

布川　洋子 (桐生みどり会) 武　美智子 (渡良瀬)

【２６コート】 表彰１位

根岸　總代 園田　延子 武永　芳恵

(桐生みどり会) (かたくりL) (けやき)

武　美智子 茂木恵美子 岡部　利江 岩澤きよ子

(渡良瀬) (LMC） (鳴神クラブ) (セミナリオラージ)

布川　洋子 関根　恭代 坂口　輝子 桒原　芳子

(桐生みどり会) (祇園会) (桐生新卓会) (渡良瀬)

武　美智子 茂木恵美子 岡部　利江 岩澤きよ子

(渡良瀬) (LMC） (鳴神クラブ) (セミナリオラージ)

布川　洋子 関根　恭代 坂口　輝子 桒原　芳子

(桐生みどり会) (祇園会) (桐生新卓会) (渡良瀬)

新井　京子 有我　法子 飯島　敏子

(桐生新卓会) (みやまクラブ) (シリウス)

◇下位入賞者

茂木恵美子 (LMC）

優　勝

武永　芳恵 (けやき)

３位決定戦
武永　芳恵

(けやき)

女子シングルス ⑫７５歳以上

上位決勝トーナメント

女子シングルス ⑥７５歳以上

4-4

2-3

下位決勝トーナメント

1-3

3-4

4-3

3-3

1-2

2-1

優　勝 準優勝 第３位

1-1

2-2

3-2

4-1

3-1

4-2



【２７～２８コート】 表彰１位～２位

福島　節子 遠藤　康子 金井　武子 豊岡　幸江

(高崎浜卓会) (桐生新卓会) (シリウス) (けやき)

福島　節子 遠藤　康子 金井　武子 豊岡　幸江

(高崎浜卓会) (桐生新卓会) (シリウス) (けやき)

井上　靖子 阿部　昌子 八木橋勝子

(桐生みどり会) (みっくす) (桐生新卓会)

福島　節子 遠藤　康子 金井　武子 豊岡　幸江

(高崎浜卓会) (桐生新卓会) (シリウス) (けやき)

井上　靖子 阿部　昌子 八木橋勝子

(桐生みどり会) (みっくす) (桐生新卓会)

福島　節子 遠藤　康子 金井　武子 豊岡　幸江

(高崎浜卓会) (桐生新卓会) (シリウス) (けやき)

井上　靖子 阿部　昌子 八木橋勝子

(桐生みどり会) (みっくす) (桐生新卓会)

◇全体入賞者

井上　靖子 (桐生みどり会) 豊岡　幸江 (けやき)

優　勝 準優勝

2-3

1-4

2-1

1-1

1-3

2-2

1-2

女子シングルス ⑬８０歳以上

全体決勝トーナメント

キケン

キケン

キケン

キケン


