
嶋本 顕人 原 信夫
（銀杏クラブ） （銀杏クラブ）

佐藤一騎 松井秀一
（いずみクラブ） （ＴＫＫ）

佐々木 喜代子 城　路子
（七夕クラブ） （銀杏クラブ）

松本 勇一 本田 俊宏
（銀杏クラブ） （トリコロール）

柳下 美代子 児玉 陽子
（銀杏クラブ） （ＡＢＣ）

阿久津 学 並木 武

（ＴＫＫ） （ＴＫＫ）

森 政治 山内 元昭

（ＴＫＫ） （いずみクラブ）

並木 一枝 浜田 早苗

（ＴＫＫ） （狛ピン）

伊藤 道子 杉浦 栄子
（八小同好会） （フレッシュ）

川村 とみ子 池田 秀明

（パンジー） （パンジー）

海野 ・雪本 瀧澤 ・酒井

（狛ピン） （レイニーブルー）

古根村 ・ 山下 牧野 ・大越
（いずみ ・八小） （狛ピン）

長谷川・檀上 山内・浅利
（ＴＫＫ・七夕） （いずみクラブ）

鈴木 ・愛沢 蓮沼 ・浜田
（七夕クラブ） （狛ピン）

大木 ・林田 和田 ・宮本
（七夕クラブ） （ＡＢＣ）

村井 ・原 松坂 ・杉浦
（銀杏クラブ） （フレッシュ）

岩崎 貴良

（無所属）

絹山 和子

（無所属）

永瀬 照子

（いずみクラブ）

大坂 清

（八小同好会）

田島 修成

（いずみクラブ）

（和泉小）

（いずみクラブ）

50歳男子下位結果
斉藤 実

（八小同好会）

長谷川 文男

（銀杏クラブ）

50歳女子下位結果
成田 浩美 小口 洋子

（狛江ピンポン愛好会） （パンジー）

50歳女子上位結果
川合 幸子 久保田 洋子 鈴木 真理子

（いずみクラブ） （狛江ピンポン愛好会）

60歳男子上位結果
小林 順市

（いずみクラブ）

松島 敏昭

川方 勝二

60歳男子下位結果
栗山　昭治 太田 純

（いずみクラブ） （銀杏クラブ）

塩田 清暉

（たま川クラブ）

檀上 卓爾

（七夕クラブ）
70歳下位結果

60歳女子下位結果

70歳上位結果

60歳女子上位結果
和田 セツ子 鈴木 みづめ

（ＡＢＣ） （七夕クラブ）

新人戦女子下位結果
原 賀代子 西山 登久子

（銀杏クラブ） （銀杏クラブ）

（いずみクラブ）

50歳男子上位結果
山田 泰彦　 酒井 裕

（レイニーブルー） （レイニーブルー）

40歳男子上位結果
杉木 浩行 海野　宣之 宮澤 義和

（たま川クラブ） （狛江ピンポン愛好会） （いずみクラブ）

40歳男子下位結果
斉藤 正樹 秦 伸人 青木 誠治

（ＴＫＫ） （銀杏クラブ）

新人戦男子下位結果
奥田 裕行 吉岡 興喜

（豪徳寺クラブ） （和泉小）

新人戦女子上位結果
田口 真紀子 寒水 洋子

西川 遙香

（野川クラブ） （七夕クラブ） （いずみ）

新人戦男子上位結果
田宮 英宣 西山 健太郎

（無所属） （銀杏クラブ）

上田 洋子

（八小同好会） （ＡＢＣ） （八小同好会）

な　　し

一般男子下位結果
奥田 大樹 奥田 悠季

（豪徳寺クラブ） （豪徳寺クラブ）

一般・40歳女子結果
久保田 朋美 薄井 佳
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一般男子上位結果
秋元 要人 山本 晴彦

（狛江ピンポン愛好会） （レイニーブルー）

成田 清重

（狛江ピンポン愛好会）

（八小同好会）

阿久津 学 ・並木 武

（ＴＫＫ）

女子ダブルス上位結果
徐 奈々恵 ・久保田 朋美 種村 節子 ・大平 カル子

（アイリス ・野川クラブ） （アイリス）

杉木 浩行 ・成田 清重

（たま川 ・狛ピン）

小俣和俊 ・秋元要人

（狛ピン）

深山 高志 ・佐藤 一騎

（いずみクラブ）

田辺 康平 ・川方 勝二

（銀杏クラブ）

下窄 興志成 ・ヴィニー

男子ダブルス12５才下位結果

男子ダブルス下位結果

男子ダブルス12５才上位結果

男子ダブルス上位結果

（銀杏クラブ）

大島 重紀 ・長勢 昭

（野川クラブ）

並木一枝  ・薄井 佳

（ＴＫＫ ・七夕）

（あじさい）
女子ダブルス12５才下位結果

永瀬 照子 ・檀上 美智子 遠藤 朝子 ・野村愛子
（いずみクラブ ・球ロマン）

（七夕クラブ）

女子ダブルス下位結果
園田 光子 ・柳下 美代子 寒水洋子 ・高橋美和子

（銀杏クラブ） （ＡＢＣ）

女子ダブルス12５才上位結果
仁尾 章子 ・目時 敦子 高遠 玖美子 ・石川 美江子

（アイリス）

（いずみクラブ）

田島 修成 ・石村 春雄

（いずみクラブ）

大坂 清 ・斉藤 実


