
開催日： 令和5年1月17日

１位 ２位 ３位 ４位 ５位
林崎　秀子 竹村　俊子 中井　啓之 片山　耕平 板谷　順子

１部 長山　三智子 小味山　千恵子 澤田　みゆき 正谷　順子 福田　キミヨ
Ñクラブ ピボット たんぽぽ あすなろ ＦＵＮ

清水　洋子 稲田　富美男 花房　敏博 西脇　由紀子 高木　美沙緒
２部 山口　幹子 井上　正子 神吉　幸代 山口　三恵子 吉田　真由美

カトレア 大中クラブ 神吉 Ｎクラブ 藤っこ
阿部　栄夫 内海　康夫 藤崎　百合子 米澤　フミ子 長谷川　利子

３部 大迫　 鍋島　エツ子 林　広子 釜田　昌子 長谷川　美奈子
アーサー 陵南 陵南 アップル Ｎクラブ
井澤　孝典 永井　寛 藤田　仁志 田中　弘 池内　多恵子

４部 井澤　美津留 永井　よし子 久木宮　保子 来女木　恭子 荒木　ひろみ
陵南 Ｌｏｎｇ 神吉 スピード カナン

岸本　雅義 廣瀬　幸代 新井　一美 窪田　道代 前川　和子
１部 福本　伊代 長田　玉代 土屋　玲子 久保　桂子 森川　敏子

Ｎクラブ ブルーサファイア 陵南 藤っこ 陵南
水本　光人 横山　繫 宮脇　直樹 大浪　新吾 小川　恵子

２部 水本　恵子 鎌谷　千恵子 青田　貴美代 姫野　めぐみ 磯野　佐智子
チビ Ｎクラブ 陵南 かこきた 神吉

川口　正明 大谷　輝子 王　何心 岡田　志津子 原口　浩隆
３部 伊藤　多美子 香川　節子 李　燕 中崎　常子 原口　多津子

Ｎクラブ 神吉 スマイル ひまわり松陽 トア
山下　佳房 福井　知栄美 高松　正臣 岡田　高彦 中田　喜代美

４部 日置　美千代 安茂　久美子 河本　京子 岡田　育子 藤崎　美津子
あすなろ アップル 陵南 Ｎクラブ カナン
林田　正孝 吉田　嘉文 立花　由里子 釜谷　泰行 中多　圭一

１部 八杉　佳代子 原　里美 神崎　ノリ子 林田　敬子 畑　道子
陵南 シルバースター ひまわり松陽 Ｎクラブ 陵南

横山　久子 鳥居　悟 曽禰　レイ子 木茂　忠雄 吉田　晃
２部 藤井　雅江 鳥居　由美 田中　ふさ子 佐藤　安子 飯田　民子

Ｎクラブ 藤っこ あじさい ひかり あすなろ
居原田　章子　 川口　雅弘 西嶋　孝明 皆木　英里 内藤　安子

３部 可児　美智子 亀野　眞佐子 白石　直美 河崎　真澄 長谷川　英子
ローズ Ｎクラブ 陵南 Ｎクラブ たんぽぽ

谷口　多美子 陰山　謙幸 村川　壽 相生　美佳 喜多村　甫
４部 額田　幸 森山　たか子 木原　加代子 砂口　美紀子 田中　英子

フレッシュｱｯﾌﾟ 神吉 カナン かこきたＭ カナン
開発　昭宏 池田　正昭 堤　文夫 高田　勝美 中村　好男

１部 武田　ゆかり 桂　小百合 堀江　悦子 前島　久美子 橋本　福枝
ﾌｧﾆｰﾌｧｸﾄﾘｰ あすなろ あすなろ 神吉 陵南
林　常治 藤本　龍也 伏野　由美子 柴田　晴史 徳永　浩隆

２部 池田　君恵 柳谷　美智子 上佐古　紀子 柴田　千津子 大西　順子
陵南 即席 陵南 あじさい 陵南

山田　茂樹 橋本　敏正 松尾　英俊 藤原　秀利 田中　幸雄
３部 京塚　弘子 中田　鈴子 高井　真由美 的野　波子 石原　順代

陵南 陵南 バトミントン 陵南 陵南
茶木原　祥行 西山　哲郎 松末　成人 平田　年幸 松本　毅

４部 徳永　和美 正岡　寿美子 福田　美子 関島　あき子 山副　眞喜子
さつき 神吉 チビ 大中クラブ 陵南

山本　正已 国重　正史 林　正博 野村　とも子 植村　淳子
１部 伊藤　久代 井上　孝子 中島　千代子 三浦　恵子 中西　鈴子

サタデー ケイアイクラブ あじさい Ｎ＆Ｍ 天空
中尾　和士 中井　正勝 橋田　勝明 松野　英一 松下　俊文

２部 渡里　清美 伊豆原　博美 押村　洋子 石井　松枝 森田　真由美
東 ノート 陵南 東 陵南

小山　泰一 能又　義夫 門野　昌勝 佐藤　きよ子 松本　平一郎
３部 小村　幸子 岸本　秀子 岩泉　きく江 谷口　百代 宗重　睦子

あじさい 自由が丘 あすなろ あじさい 陵南
本岡　邦彦 徳本　昌樹 真継　義民 寺岡　信好 久末　俊則

４部 原田　弥生 宮家　幸子 植松　卓子 中井　日出美 寺谷　幸子
山手クラブ 陵南 陵南 ノート 陵南
松本　博之 三木　隆司 井上　清 松岡　壽一 和田　勝美

１部 荻田　香 道岡　真紀 浜崎　道子 西口　豊美 長谷川　俊子
ミラクル チーム幸 ミクリン 大中クラブ 陵南

大内　達也 水船　憲二 木内　松枝 中野　照夫 里路　正
２部 草部　喜久子 那須　由紀子 兼高　かめよ 竹中　昌子 小林　紀子

東 自由が丘 すみれ 卓らんらん ハマギク
山中　巌 廣富　收 垰本　健一 福松　裕人 瀬戸　賢二

３部 山中　麻美 岸本　照美 木屋　鈴和 広岡　光子 浜島　あや子
サタデー 陵南 陵南 野口 Ｍ＆Ｓ
迫　正邦 大西　一郎　 中浜　裕子 二軒谷　美幸 新田　亨

４部 前川　節子 船江　あけみ 増本　雅子 長友　聡美 谷本　しづ子
ハイブリッド 陵南 レディース レディース 陵南
青山 井上　富美子 N
大西 小田　真理子

自由が丘 スマイリー
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第１０回　”卓球を楽しむ会”初・中級者大会　　成績表
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於：加古川市立総合体育館


