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新日本スポーツ連盟兵庫県卓球協議会

平日個人クラス一覧表



女子 ２０１４・４・３０

安中　知勢子 （ＫＴＯ） 母利　るり子 （Ｗｉｓｈ） 村井　美穂子 （Ｒｉｎｇ）
田上　尚子 （ＫＴＯ） 田口　秀子 （アリエル） 柳内　久美子 （野々池コミセン）
坂本　すみ江 （ＫＴＯクラブ） 田面　はつ美　 （アリス） 中村　幸子 （ハピネス）
増田　朱美 （Ｒｉｎｇ） 升川　世志江 （板宿ＴＴＣ） 吉谷　律子 （ひまわり）
岡田　茂美 （あみん） 石田　佳代 （いちご） 長野　恵 （ピンクパンサ－）
堀口　淑子 （あみん） 木本　あきみ （いちご） 村上　保美 （ピンクパンサ－）
杉山　淳子 （ありせＴＴＣ） 笹倉　陽子 （いちご） 木内　松江 （フォ－チュン）
酒井　佳子 （ありせＴＴＣ） 田口　幸子 （いちご） 足立　智子 （プリンスＴ・Ｃ）
長岡　康子 （いいとも） 小川　幸子 （ウッディ） 浅田　英子 （フロ－レス）
高田　貴世美 （板宿ＴＴＣ） 篠原　好美 （オレンジペコ） 永井　喜代香 （ベストフレンド）
三木　百合子 （板宿ＴＴＣ） 三俣　吉子 （オレンジペコ） 原野　絹江 （ホ－プ）
井之口すま子 （板宿TTC) 岡　　幸子 （木津） 藤原　悦子 （マリンエア）
前島　友子 （栄球会） 宮城　久美子 （グリ－ングラス） 岡　　摩利子 （まるくらぶ）
内海　眞壽美 （オリ－ブ） 那須　由紀子 （グル－プみき） 浜田　任子 （まるくらぶ）
香川　泰子 （オリ－ブ） 古澤　妙子 （グル－プみき） 松村　恭子 （まるくらぶ）
真島　裕見子 （オリ－ブ） 松井　美恵子 （グル－プみき） 八木　礼子 （まるくらぶ）
五嶋　章子 （オレンジペコ） 青山　睦子 （グル－プみき） 山田　千鶴子 （ミルキ－）
西本　ひとみ （オレンジペコ） 矢仲　紋子 （薫風会） 立谷　加代子 （明和オリオン）
多木　宏子 （オレンジペコ） 中野　直子 （個人） 三谷　千代美 （明和ｵﾘｵﾝ）
常深　由美子 （川池クラブ） 胡　　逢蘭 （個人） 坂本　雅子 （明和パンプキン）
松本　京子 （グループみき） 橋本　めぐみ （個人） 河本　明美 （ももこ）
大漉　文子 （個人） 中本　友子 （こんぺいとう） 小角　智子 （レディ－ス）
奥原　智子 （個人） 秦　タミ子 （栄球会）
中島　郁佳 （個人） 山口　嘉代子 （さくらクラブ）
安松　恵 （個人） 門口　節子 （サザンカ）
剛　　佳奈子 （個人） 菊森　のり子 （サファイア）
大枝　則子 （栄球会） 森山　幸子 （サンフラワ－）
表西　千鶴 （さくらクラブ） 上垣　睦子 （シンプル）
柴切　里益子 （志友会） 平　　かほる （菅の台ドリーム）
平田　千景 （新多聞） 増井　昌美 （スパイラル）
岡持 （スパイシ－） 宮崎　律子 （たまごクラブ）
板鼻　美樹 （卓美） 藤井　美智子 （ティンカーベル）
加久間　康子 （トライ21）
植月　春美 （どんぐりＡ）
表　　絹代 （ビスク）
東田　小由美 （ビスク）
岡咲　小夜子 （ビズラＫ）
寺岡　説子 （ビズラＫ）
塩田　靖子 （人丸卓球）
原　　悦子 （人丸卓球）
兼高　かめよ （フォ－チュン）
山本　真由美 （ベストフレンド）
藤城　瑞子 （ベストフレンド）
佐藤　政子 （まるくらぶ）
立田　純子 （らん）
小畑　弘子 （リバティ）
安永　美穂子 （レディ－ス）

1　部 2　部
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女子

島田　康子 （３３３） 大西　悦子 （ハ－トフル） 辻　　裕子 （IKSKクラブ）
芳田　伊久代 （ｔｅａｍ花） 大川　由紀子 （華ちゃん'ｓ） 三浦　千鶴子 （ＫＳＴ）
水谷　佐恵子 （愛光クラブ） 小川　容子 （ビスク） 保田　信子 （あすなろ）
山崎　美恵子 （愛光クラブ） 三橋　美津子 （人丸卓球） 前田　桂子 （アリス）
柏谷　美代 （愛光クラブ） 三木　百合子 （プリムローズ） 前田　佳子 （アリス）
京塚　弘子 （アプリコット） 古場　美代子 （プリムローズ） 尾田　淳子 （有野ＴＴＣ）
三宅　弥生 （いちご） 上田　絹代 （フレンドリー） 田中　理江 （あんず）
村上　直美 （いちご） 吉川　裕子 （三木自由が丘） 中村　夏美 （いいとも）
羽田　千幸 （オリ－ブ） 桑原　礼子 （ミックスジュース） 草別　初恵 （いいとも）
高木　千栄子 （オレンジ） 木戸　昌江 （ミラクル） 牧　　秀子 （ウインズ）

永原　紀子 （カモミール） 高部　美智子 （ミルキ－） 浜崎　洋子 （エアマリン）
山名　恒子 （かれん） 筒井　晴美 （ミレニアム） 高山　京子 （オレンジ）
中野　真由美 （木津） 浅野　多栄子 （明和L.M.） 滝本　反子 （オレンジ）
脇　　美津枝 （君影クラブ） 岡原　興子 （リバティ） 植田 （神卓クラブ）
森本　久子 （くすのき） 金築　恵 （リンダ） 藤田　知香子 （川池クラブ）
竹石 （グル－プみき） 前川　節子 （レディ－ス） 川城　百合子 （きたのクラブ）
武久　哲子 （グル－プみき） 中浜　裕子 （レディ－ス） 直島　ツギ子 （木津）
大西　邦子 （クレッシェンド） 小松　美由紀 （木津）
立垣　さつき （個人） 和田　久子 （くすのき）
王　 （個人） 矢野　多美子 （グループみき）
坂本　桃子 （個人） 平　　洋子 （グル－プみき）
横田　和子 （個人） 氏田　俊子 （グル－プみき）
寺井　峰子 （個人） 森下　昌代 （薫風会）
平井　登美子 （個人） 小畑　智恵子 （個人）
立石　節子 （こすもす） 鈴木　幹子 （個人）
古川　好子 （こすもす） 藤原　万里子 （サタダ－）
片山　美智子 （サザンカ） 山中　かつよ （サンシャイン）
田原　比佐代 （サザンカ） 木椋　美子 （ジャング）
内藤　和子 （さゆり） 野村　和美 （ジャング）
野崎　昭己 （さゆり） 斎藤　和江 （鶴甲）
唐渡　圭子 （ジャング） 今川　弘美 （鶴甲）
里　　潤子 （ジャンプ） 井上　千鶴 （豊岡卓球サ－クル）

斉藤　和恵 （ジャンプ） 楠本　咲久子 （どんぐり）
村木　小夜子 （ジャンプ）
上地　洋子 （シリウス）
木村　摂子 （シンプル）
門屋　明子 （スマッシュ）
松本　悦子 （ちっぷす）
浮津　静江 （土曜クラブ）
井上　ふみ子 （どんぐり）
中野　久恵 （どんぐり）
高取　三由紀 （とんぼ）
野崎　あきみ （虹）　
谷　　美恵子 （西田クラブ）

３　部 ４　部
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村角　弘美 （Ｒｉｎｇ） 平尾　知子 （ＫＴＯ） 池田　福子 （西田クラブ）
尾崎　真美 （西田クラブ） 田村　節子 （ＳＡＫＵＲＡ） 小林　美奈子 （ハピネス）
阿部　八千代 （花てまり） 平野　優子 （ＳＮＴ） 梶　　清美 （ハピネス）
中山　恵 （花水木） 小味山千恵子 （ｔｅａｍ花） 岡田　恵美子 （播磨クラブ）
源　　由美子 （ビスク） 神吉　秀子 （ｔｅａｍ花） 杉山　純子 （ひかる）
完戸　千秋 （ビズラＢ） 田中　恵子 （葵） 井ノ元こふじ （人丸卓球）
花岡　美智子 （人丸卓球） 青木　弘子 （アリス） 田中　優子 （人丸卓球）
藤井　文代 （人丸卓球） 福島　実千代 （アリス） 八木　明美 （ピンクパンサ－）
岡田　蓉子 （ヒマワリ） 池田　美代子 （オリビア） 谷添　仁子 （プチさくら）
亀井　和子 （ピンクパンサ－） 澤田　千賀子 （かりん） 竹本　ナツ子 （フレッシュ）
野々村久美子 （プチさくら） 川畑　ひろ子 （かれん） 長濱　美智子 （フレンドリ－）
尾関　由利子 （フリ－ダム） 村上　愛子 （きくすい） 永田 （岬）
楠橋　裕子 （ブル－ロ－ズ） 横尾　久美子 （君影クラブ） 岩田　登志子 （ミックスジュース）
十河　美希 （ベガ） 小嶋　洋子 （グッドラック） 坂本　和子 （ミックスジュース）
宮本　敦子 （まるくらぶ） 藤田　克子 （グル－プみき） 亀井　真紀子 （湊山）
星野　みや子 （ミックスジュース） 倉地　紘子 （グル－プみき） 渡辺　節子 （武庫ピノキオ）
川田　みどり （ミックスジュース） 弘中　シズエ （グル－プみき） 池田　和美 （明和シャイン）
横山　和代 （ミルキ－） 大西　節子 （グル－プみき） 和田　久子 （明和ミント）
岩村　公代 （ミント） 森　　幸子 （薫風会） 藤林　良美 （モ－ニングクラブ）
中野　静香 （ミント） 曽川　陽子 （神戸フリ－ランス） 徳岡　邦子 （ももこ）
冨田　泰子 （ミント） 大谷　靖子 （個人） 奥田　　綾 （山の手）
今里　民子 （武庫ピノキオ） 森田　慶子 （個人） 藤村　敦子 （山の手）
高木　小砂 (山の手） 阪口　喜美子 （個人） 播戸　篤子 （ゆうか）
豊村　恭子 （ユニオン） 川中　三喜枝 （個人） 横山　幸子 （ゆうか）
白井　信子 （リーベ） 駒坂 （個人） 平山　絵美子 （竜が台クラブ）
上条　ちか子 （リラックス） 田村　めぐみ （個人） 村上　久代 （ルミナス）
筒井　恵美子 （レインボ－） 榊原　悦子 （個人） 尾松　美智子 （ろっく）
長友　聡美 （レディ－ス） 井上　和代 （個人）
水口　トミ子 （ろっく） 田内　玲子 （サンシャイン）
寺西　直子 （ろっく） 笹川　光代 （サンシャイン）

黒木　玲子 （サンシャイン）
米本　智子 （サンシャイン）
屋敷　圭子 （神卓クラブ）
湯田　洋子 （シンフォニ－）
西村　多美恵 （シンプル）
神田　暢子 （菅の台ドリ－ム）
加藤　ノブ子 （スマッシュ）
西脇　弘子 （たかクラブ）
伏見　和枝 （高クラブ）
松井　八千代 （ちっぷす）
長尾　絵美 （チ－ム赤川）
鎌田　公子 （ちゅうりっぷ）
嶋谷　清美 （ツイン）
森山　美恵子 （豊岡卓球サ－クル）
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真鍋　秀子 （３３３） 新宮領　啓子 （Ｒｉｎｇ） 小林　栄子 （３３３）
酒井　洋子 （３３３） 前田　真理 （西田クラブ） 棚田　義江 （３３３）
辻本　真智子 （ＫＴＯ） 桝幸　直美 （ぬのびきクラブ） 真北　貞代 （３３３）
岩崎　礼子 （ＫＴＯクラブ） 高橋　朋子 （野の花クラブ） 音田　真喜子 （３３３）
高尾　真智子 （Ｓ＆Ｍ） 山本　えり子 （野の花クラブ） 古川　晶子 （ＩＴＣ）
横山　千草 （ＴＤＬ） 黒崎　寛子 (兵庫卓央会） 谷川　伸代 （Ｍ．Ｔ．Ｃ）
武岡　和代 （ｔｅａｍ花） 榊原　悦子 （フェアリ－） 白　　蘭玉 （ア－リョ）
土居　恭子 （アルファ） 中島　佐和美 （プチさくら） 古元　保子 （ウインズ）
桜井　稔子 （カモミール） 磯野　久代 （フリ－ダム） 植辻　美弥子 （ウエダＴＴＣ）
板木　敏子 （北ウイング） 工藤　二三恵 （フリ－ダム） 石田　静子 （ウエダＴＴＣ）
水本　美千子 （クリオネ） 内田　鈴代 （まるくらぶ） 大田　富子 （梅）
河津　淑子 （グル－プみき） 中村　恭子 （岬） 西脇　弘子 （梅）
水船　鈴香 （グル－プみき） 河野　陽子 （ミックスジュース） 多鹿　康子 （川池フレッシュ）
和田　俊子 （薫風会） 阪口　ひろみ （ミックスジュース） 西川　洋子 （川池フレッシュ）
浜田　三津子 （神戸ウエスタン） 清水　真佐子 （ミックスジュース） 前川　玲子 （きくすい）
高瀬　深雪 （神戸フリ－ランス） 高橋　千代子 （ミックスジュース） 元川　素子 （北ウイング）
吉田　千恵子 （個人） 山口　良子 （ミックスジュース） 元川　誠子 （北ウイング）
矢頭　万里子 （個人） 村井　滋子 （ミックスジュース） 太田　洋子 （北ウイング）
柴田　由美 （個人） 大石　僖子　　 （ム－ミン） 檀原　タカ子 （きたのクラブ）
足立　信子 （さくら） 瀬川　百合恵 （明和Ｌ.Ｍ.） 山田　恵子 （木津）
生田　貞子 （さくら） 山本　陽子 （明和ＬＭ） 先間　香奈 （君影クラブ）
永井　裕子 （さくら） 平田　睦美 （明和シャイン） 熊岡　英子 （グル－プみき）
米多　民世 （さくらクラブ） 藤丸　久子 （遊ｉｎｇ） 山下　ふみ子 （グル－プみき）
成田　令子 （さくらクラブ） 柏木　かほる （らん） 玉利　えり子 （薫風会）
東野　和子 （ジャング） 松本　博子 （レインボ－） 内町　陽子 （ココナッツ）
東　ツギ子 （管の台ドリ－ム） 中山　敦子 （個人 ）
川辺　直子　 （スマッシュ） 宮下　あつ子 （個人）
小谷　由美 （スマッピ－ズ） 坂口　順子 （個人）
藤本　美智子 （西神ひまわり） 坪内　幸子 （個人）
江見　克子 （たかクラブ） 宮崎　トシカ （個人）
金川 （たかクラブ） 池田　恵津子 （個人）
田中　静香 （鶴甲） 松永　千恵子 （個人）
西澤　美穂 （ティアラ） 徐　　美代子 （個人）
中村　洋子 （土曜クラブ） 徳弘　麗子 （個人）
藤井　幸子 （土曜クラブ） 宮下　あつ子 （個人）
神野　多恵子 （とんぼ） 林野　のり子 （コム）

加道　篤夜 （こんぺいとう）
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谷口　久美子 （ＳＡＫＵＲＡ） 竹本　恵美子 （ＶｉＶｉＤ） 柏木　明美 （３３３）
矢倉　恵美子 （ＳＮＴ） 山本　純子 （ＶｉＶｉＤ） 畑中　節子 （ＣＫＬ）
平井　純子 （ＳＮＴ） 河合　美佐子 （ナポレオンクラブ） 中村　博子 （Ｍ．Ｔ．Ｃ）
山村　澄子 （ｔｅａｍ花） 矢渡　恵子 （西田クラブ） 松石　陽子 （Ｍ．Ｔ．Ｃ）
岩田　俊子 （さくら） 前田・加代子 （ハピネス） 堀　　真美子 （Ｍ・Ｅ）
高島　千恵子 （さくらクラブ） 小原 （ハミング） 谷川　伸代 （ＭＴＣ）
柳本　保子 （サンシャイン） 帆先　日登美 （バンビ） 中野　和子 （あすなろ）
吉岡　恵子 （サンシャイン） 掘田　雅子 （ビオラＴ） 衛藤　カツエ （あすなろ）
苗村　善子 （志里池セブン） 堀　かよ子 （人丸卓球） 井上　美代子 （あんず）
竹ノ内 （志里池セブン） 笹倉　キミエ （人丸卓球） 渋谷　千鶴 （いえもん）
西澤　純子 （ジャンプ） 笹本　佳保里 （ひまわり） 柴田　さゆり （ウッドストック）
春田　悦子 （シリウス） 速水　喜美子 （ピュア） 渡辺　伊津子 （ウッドストック）
嶋田　多恵 （シンプル） 松村　雅子 （ピュア） 木村　博美 （エンゼル）
山村　澄子 （スイトピ－） 若杉　はつみ （鵯越レディ－ス） 上垣　恵美子 （大中クラブ）
壁谷　孝子 （菅の台ウイング） 千葉　つや子 （ピンクパンサー） 毛利　順子 （大中クラブ）
近野　　栄 （菅の台ウイング） 野村　秀子 （フィッシュ） 山田　久美子 （かりん）
奈尾　弥生 （スズラン） 田中　千寿代 （フェアリ－） 山根　孝子 （北ウイング）
山瀬　洋子 （セントラル） 吉田　恵津子 （フォルテ） 加藤　和子 （北ウイング）
島田　貴代見 （卓睦会） 青木　加代子 （フロ－レス） 野田　小夜子 （北ウイング）
井上　清美 （たんぽぽ・みき） 松岡　恵美子 （ポライト） 津川　洋子 （木津）
小西　君代 （たんぽぽ・みき） 岩本　伊津子 （ミックスジュース） 浅田　まり （共済ハ－モニ－）
東中　麻衣子 （チ－ム赤川） 佐藤　和恵 （ミックスジュース） 北島　未智子 （クリスタル）
森川　美智子 （チ－ム勝原） 伊藤　民子 （ミックスジュース） 羽田　ハツ子 （グル－プみき）
塩築　明子 （ちゅうりっぷ） 岡田　信枝　 （ミックスジュース） 浅田　しげ子 （クロ－バ－）
竹内　恵美子 （ツェンティワン） 鈴木　静子 （ミックスジュース） 岩崎　光子 （薫風会）
植松　あき子 （鶴甲） 宇都宮　美智子（ミックスジュース） 釜戸　弘美 （薫風会）

森口　綾子 （湊山） 八尾　恵美子 （個人）
紙上　昌子 （美野丘） 舟坂　久恵 （個人）
油本　康子 （美山台） 田中　睦代 （個人）
早野　順子 （ミント） 坂口　（喜）美子（個人）
飯尾　孝子 （武庫ピノキオ） 蜂須賀けい子 （個人）
藤井　朝子 （明友会北） 樋口　隆子 （個人）
岡田　拓子 （明和シルク） 古谷　誠子 （個人）
延命寺美代子 （明和ミント） 船坂　美智子 （個人）
山口　恵美子 （レディ－ス） 山内　みどり （個人）
白谷　愛子 （ロイヤル） 小串　玲子 （個人）
迫田　尚子 （六甲ＴＴＣ） 菅村　純子 （個人）

満渕　真知子 （個人）
田口　久子 （個人）

７　部 ８　部
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石原　順代 （ｔｅａｍ花） 藤田　明美 （ぬのびきクラブ） 室屋　郁子 （３３３）
見世 （ＴＷＩＮＧＳ） 川上　令子 （ハイビスカス） 上田　富代 （３３３）
中島 （さくらクラブ） 増本　雅子 （ハニ－ビ－） 内原　フサエ （３３３）
石定　和子 （サンシャイン） 藤田　あき子 （ハピネス） 改喜　数代 （ＩＴＣ）
藤原　美子 （サンシャイン） 杉本　照美 （ハミング） 大塚　洋子 （ＳＮＴ）
小川　みゆき （サンシャイン） 小原　美知子 （ハミング） 松本　良江 （ＴＷＩＮＧＳ）
野田　真澄 （サンシャイン） 山口　キヌ子 （人丸卓球） 中西　さとり （ＵＯＵＯ）
網本　和美 （サンシャイン） 中山　佳子 （ヒマワリ） 岡山　敦子 （大中クラブ）
野島　和子 （サンシャイン） 永安　輝子 （ピンクパンサ－） 中島　明子 （かりん）
滝本　人美 （サンシャイン） 中原　静子 （フィット） 渡辺　悦子 （川池クラブ）
円橋　靖子 （サンシャイン） 増田　澄子 （フィロス） 三宅　早苗 （きくすい）
竹ノ内美智子 （ジャング） 金子　ヌイ子 （フェアリ－） 笹原　昭子 （共済陽だまり）
山神　美智子 （ジャング） 花山　佳子 （フリ－ダム） 宇野　幸恵 （グランツ）
大上　幸代 （シリウス） 山田　美智子 （フリ－ダム） 佐久間　清子 （クリオネ）
松山　美智子 （菅の台ウイング） 原田　恵子 （ミックスジュース） 佐久間　清子 （クリオネ）
壁谷　孝子 （菅の台ウイング） 阿部　みち子 （ミックスジュース） 久保　芳恵 （グル－プみき）
田口　淑子 （菅の台ウイング） 門脇　多喜子 （みのおか） 羽田　洋子 （グル－プみき）
隅田　洋子 （西神ひまわり） 樋口　知恵子 （美山台） 原田　真知子 （グル－プみき）
柏木　もとい （ダイナモ） 吉岡　朋子 （美山台） 青木　恭子 （グル－プみき）
稲岡　幸子 （卓朋会）　＃ 松永　やよい （ミラクル） 田野　統子 （くるみ）
川崎　マサ子 （卓朋会）　＃ 後藤　陽子 （武庫ピノキオ） 岡田 （薫風会）
西垣　宮子 （ちっぷす） 橘　　好美 （武庫ピノキオ） 大谷　幸子 （薫風会K）
入江 （中央区） 後藤　陽子 （武庫ピノキオ） 多賀　公子 （紅梅）
長谷目 （中央区） 伊藤　静代 （ム－ミン） 横山　由紀子 （個人）
田村　悦子 (ツェンティワン） 丸山　真智子 （明和シャイン） 山本　光子 （個人）
竹嶋　富子 (ツェンティワン） 民谷　康子 （メロディ－） 稲井　まや （個人）
村山　和代 （つぼみ） 中田　明子 （レディ－ス） 横山　由紀子 （個人）

東地　範子 （レベンダ－） 松永　紀美子 （個人）
朝田　喜久子 （ろっく） 妹尾　ちゑ子 （個人）
村井　美穂子 （ろっく） 北村　治子 （個人）
山根　良子 （ろっく） 大岡　舞 （個人）

杉本　京子 （個人）
鬼塚　利子 （個人）
御手洗敬子 （琥珀）
楢崎　寿美子 （サザンカ）
植松　卓子 （サタデ－）
武智　やよい （サンシャイン）
庄司　玲子 （サンシャイン）
橋本　晴美 （サンシャイン）
宮北　美千子 （サンシャイン）
木村　真弓 （サンシャイン）
原田　加代子 （サンシャイン）
前田　十九代 （スイトピ－）
大垣　さよ子 （セルフィッシュ）
梶田　ヨシ子 （セントラル）

8　部 ９　部
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多根　良子 （卓志会） 宇治丸　文子 （３３３） 多田　睦子 （個人）
田辺　敏子 （卓志会） 松本　充子 （３３３） 的場　桃恵 （個人）
京極　久美子 （卓朋会）　＃ 阿部　れい子 （Ａ・ＫＵ） 上吉川　治子 （個人）
広瀬　知子 （卓朋会）　＃ 鎌田　種子 （Ｆ・Ｍ） 岡田　美代子 （個人）
滝原　幸子 （ちっぷす） 塚本　千滉 （ＩＴＣ） 森　　美知子 （個人）
内田　富美子 （つかさ） 前田　祥子 （ＩＴＣ） 山本　きみ子 （個人）
太田　かすみ （ティアラ） 清水　令子 （ＩＴＣ） 山田　きよ子 （個人）
谷口　良子 （ティアラ） 安田　早苗 （ＩＴＣ） 岡崎　冨美子 （個人）
坂野　亜矢子 （野々池コミセン） 山本　恵子 （ＫＴＯクラブ） 足立　エツコ (個人）
浜 （ハニーピンズ） 大西　綾子 （MOKA） 柏　芳子 （個人）
中村　洋子 （ハ－ビ－） 大津　キミイ （ＭＴＣ） 吉田　イツコ （個人）
柴北　喜美代 （パ－ルクラブ） 上野　広美 （ＯＴＣ） 栗生　芳子 （個人）
中山　照子 （ビオラ） 岸本　文美 （あじさい） 大月　幸子 （個人）
碓氷　知世子 （人丸卓球） 西村　数子 （あすなろ） 新森　貴子 （個人）
津田　郁子 （人丸卓球） 足立　明美 （あらじん） 増田　恭子 （個人）
黒崎　寛子 （兵庫卓央会） 橋寺　祥子 （アルプス） 紀伊　勝子 （個人）
沖中　幸恵 （鵯越レディ－ス） 橋脇 （ウィズ・ユー） 猪俣　美恵 （コリラックマ）
菊地　敬子 （鵯越レディ－ス） 川上　とき子 （栄球会） 佐々木　恵子 （さくら）
陶山　恵子 （フェアリ－） 脇坂　チヨ子 （大中クラブ） 篠原　絹江 （さくら）
見世　妙子 （フォルテ） 大畑　恵子 （オ－ズ） 川口　照美 （サンシャイン）
植良　光子 （フリ－ダム） 玉村　昌子 （オ－ズ） 渡辺　美津子 （サンシャイン）
大永　たい子 （フロ－レス） 大野　加代子 （オンリ－ワン） 倉本　裕子 （サンシャイン）
金沢　絵里 （ミックスジュース） 岡本　ミチ子 （オンリ－ワン） 大上　幸代 （シリウス）
為野　律子 （ミックスジュース） 嶋田　稔子 （オンリ－ワン） 阿部　須美子 （シンプル）
西川　智恵子 （ミッション） 金子　千代子 （川池フレッシュ） 山崎　澄江 （スカイパンサ－）
藤山　美智子 （みのり） 小松　佳代 （北ウイング） 近野　栄 （菅の台ウイング）
磯谷　尚子 （明友会北） 髙橋　みちえ （北ウイング） 有光　毬子 （スズラン）
八木　和恵 （明友会北） 田原　初子 （北クラブ） 緒形　末子 （スピ－ド）
松本　直子 （明和ミント） 小倉　泰子 （木津） 足立　邦子 （スプリング）
常廣　悦子 （リ－ベ） 秋廣　一美 （グランツ） 伊達　澄江 （スプリング）

石本　香代子 （グループみき） 徳田　泰子 （スマイル）
岩井　京子 （グル－プみき） 澤田　みゆき （スマイル）
森本　久仁子 （くるみ） 高橋　照子 （すみれ）
古田　ヨシ子 （クローバー） 本郷　千世子 （すみれ草）
安田　竹子 （クローバー） 鎌田　順子 （西神ひまわり）
中尾　三津子 （クローバー） 神野　和子 （西神ひまわり）
板橋　弘美 （クローバー） 中西　里江 （卓志会）
大柿　里美 （ココナッツ） 中川　清子 （卓睦会）

浅田　千代美 （チアリー同好会）
小林　玲子 （チアリ－同好会）
中川　清美 （チェリッシュ）
納富　佐知子 （チェリッシュ）
井上　富佐子 （つぐみ）
鷲田　嘉子 （つぐみ）
吉野　貴代子 （長岡コスモス）

9　部 １０　部
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明石　成子 （華ちゃん'ｓ） 小林　登代子 （３３３） 本街　幸子 （さくら）
古畑　多香子 （華ちゃん'ｓ） 加峰　キミ子 （ＣＫＬ） 伊藤　美知子 （サンシャイン）
丸山　知子 （ハニ－ピンズ） 阿部　れい子 （Ｆ・Ｍ） 清水　美恵子 （サンシャイン）
宮崎　佐世子 （ハニ－ピンズ）　＃ 宮本　淳子 （ＩＴＣ） 時本　美奈子 （サンシャイン）
辻本　美佐子 （パ－ルクラブ） 伊藤　節代 （ＩＴＣ） 岡本　千恵子 （シャブリ－ズ）
横山　知草 （ひえピヨ） 松浦　恵子 （MOKA） 道羅　千代香 （シンフォニ－）
大浦　紀代子 （ビオラＴ） 土居　生子 （ＭＴＣ） 豊田　益子 （シンプル）
黒越　千代子 （人丸卓球） 中川　典子 （ＭＴＧ４８） 吉岡　豊子 （シンプル）
石坂　美貴 （人丸卓球） 安藤　邦恵 （アイビ－クラブ） 鳥取　和子 （すいせん）
森　　千種 （ひまわり） 関　　すみ子 （アイビ－クラブ） 木下　武代 （スイ－トポテト）
西元　イツ子 （ひよっこクラブ） 尾関　千賀子 （葵） 西山　和恵 （スズラン）
西元　つゆき （ひよっこクラブ） 山本　ミチ子 （あじさい） 吉村　加代子 （鈴蘭チ－ム）
天野　美智子 （ピンクパンサ－） 村上　弘美 （あすなろ） 塚本　教子 （すみれ）
西山　照子 （ピンクパンサー） 森澤　寛子 （アップヒル） 谷一　君子 （西神ひまわり）
越智　真由美 （フォルテ） 竹田　澄子 （アナベル） 藤本　房子 （大河）
野見山トミ子 （プリムローズ） 関原　成美 （アマリリス） 中島　ちづ子 （ダイナモ）
門田　敏子 （紅花） 濱田　美千代 （アリス） 和本　洋子 （たかクラブ）
田中　幸 （ポエム） 矢野　桂子 （アルファ） 倉本 （卓志会）
不動　よし子 （ポプラ） 安田　逸子 （いえもん） 吉田　百合子 （チアリ－同好会）

北見　玲子 （美山台） 安井　純子 （いちご） 園田　悦子 （ちっぷす）
青木　京子 （ミラクル） 石原　佐代子 （梅） 賀川　美子 （鶴甲フレンド）
木村　久美代 （武庫ピノキオ） 畑　仁美 （栄球会） 中島　紀子 （ティアラ）
細田　香織 （明和クラブ） 中田　慶子 （エンゼル） 喜多　久子 （ティアラ）
山本 （メロディ－） 金田　充子 （エンゼル） 植田　貞子 （なんくる）
山本　雄子 （リ－ベ） 森田　富子 （オンリ－ワン） 藤田　節子 （野々池コミセン）
椎屋　まさみ （陵南クラブ） 阿部　真歩 （火星卓球隊）
飯田　美喜子 （レディース） 黒川　朱美 （川池クラブ）
尾崎　悦子 （ろっく） 木原　育子 （川池フレッシュ）

吉本　伯枝 （川池フレッシュ）
齋藤　加奈 （グランツ）
前平　弘美 （グランツ）
三輪　文子 （くるみ）
長谷川周子 （クロ－バ－）
車　　ひろみ （クロ－バ－）
小原　真弓 （神戸ウエスタン）
青野　好美 （個人）
上野　嘉代子 （個人）
重本　幸子 （個人）
松井　康子 （個人）
寺西　仁紀子 （個人）
糸　　 美代子 （個人）
神澤　貴己子 （個人）
中矢　良子 （個人）
相田　かおり （個人）
渡里　清美 （コリラックマ）

10　部 １１　部
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本多　和美 （ハニーピンズ） 上月　芳美 （３３３） 菅野　順子 （神戸卓球サイト）
越智　節子 （ハニ－ピンズ） 宮本　智子 （３３３） 青野　フサエ （個人）
野上　加代 （ハニ－ピンズ） 小嶋　久美子 （３３３） 相田　かおり （個人）
今井　康子 （パプリカ） 窪田　典子 （Ａ・ＫＵ） 根木　迪子 （個人）
筒井　松子 （播磨クラブ） 木村　喜久美 （ＩＴＣ） 上平　恒子 （個人）
賀内　まさみ （バンビ） 秋田　ミヨ子 （ＩＴＣ－Ａ） 吉岡　明子 （個人）
遠藤　孝子 （ひいらぎ） 山本　浩子 （ＩＴＣ－Ａ） 高田　篤江 （個人）
森　　 照子 （ビオラ） 安藤　敦子 （ＫＴＯクラブ） 立川　早苗 （個人）
大久保 満里子 （ひよっこクラブ） 中村　博子 （ＭＴＣ） 廣川　康子 （個人）
徳本　節美 （ひよっこクラブ） 上田　弘子 （ＭＴＣ） 福井　八重子 （個人）
森田　円子 （フィット） 植田　節子 （ＭＴＣ） 八田　朝子 （個人）
山口　貴美子 （フェニックス） 向　　ミチ子 （ＭＴＣ） 寺林　真由美 （個人）
吉田　イツ子 （フラワ－） 佐々木恵子 （Ｓ＆Ｍ） 澤村　幸子 （個人）
小池　キミ子 （プリムローズ） 田上　とき子 （ＳＡＫＵＲＡ） 吉田　イツコ （個人）
伊勢　弘子 （ほうずき） 大前　かつみ （ＳＮＴ） 宮寺　直美 （個人）
高村　由美 （ミッション） 泉田　順子 （アイＴＴＣ） 永谷　葉子 （個人）
藤本　崇子 （美山台） 中尾　ハヤ （アイＴＴＣ） 木下　澄江 （個人）
近藤　祥子 （ミラクル） 横山　正子 （アイＴＴＣ） 山本　久美子 （こまめ）
齋藤　由子 （ミラクル） 谷口　鈴子 （あじさい） 松岡　泰子 （こまめ）
安福　清子 （ミラクル） 坂部　美智子 （アリス） 桟　　 ひろみ （コリラックマ）
岩松　ひとみ （ミント） 坂部　美智子 （アリス） 石原　ゆかり （サンシャイン）
寺本　多津子 （ム－ミン） 山地　冨美子 （アルプス） 長瀬　美佐子 （シ－ガル）
山形　さつき （ム－ミン） 森崎　まり子 （あんず） 谷田　昕子 （シャブリ－ズ）
道尭　悦子 （ム－ミン） 前田　美奈子 （いえもん） 浅野　美知世 （シンプル）
加藤　和子 （明友会北） 木暮　育美 （エンゼルス） 岡崎　英代 （シンプル）
安原　セツ子 （明友会北） 白水　清美 （エンゼルス） 飯田 （すじっ会）
佐々木本子 （明和レモン） 細田　召子 （大中クラブ） 谷口　順子 （鈴蘭チ－ム）
古賀　純子 （ラブリ－ピンク） 松本　まき子 （大中クラブ） 中尾　近子 （鈴蘭チ－ム）
王　　ゆう （ラブリ－ピンク） 吉田　美枝子 （オリ－ブ） 田中　ゆき子 （スバルＡ）

小倉　光子 （オンリ－ワン） 古河崎房子 （すみれ）

勝間　智子 （川池フレッシュ） 武岡　和代 （ダイナモ）
東　　富子 （北ウイング） 佐本　美喜代 （たかクラブ）
高田　篤江 （グループみき） 廣野 （卓愛会）
冨永　恵美 （クローバー） 小林　瞳 （卓志会）
涌坪　咲子 （クロ－バ－） 瀬戸口幸子 （卓志会）
荒西　加奈 （薫風会Ｋ） 小出　佳世 （卓睦会）

大町　千秋 （チェリッシュＶ）
坪井　律子 （チュ－リップ）
江渕　千恵子 （つぼみ）
冨田　牧野 （ドリーム）

１１　部 １２　部

－９－



松岡　さだ子 （長岡コスモス） 小林　克子 （ＩＴＣ） 梅木　たかみ （さくらんぼ）
林　　文子 （長岡コスモス） 橋本　靖子 （ＩＴＣ） 太田　順江 （さくらんぼ）
山本　あけみ （なんくる） 地附　淑子 （ＫＴＯ-Ｆ） 永田　昭子 （さくらんぼ）
船村　恭世 （なんくる） 西山　幸子 （ＯＴＣ） 藤原　栄子 （さくらんぼ）
香西　かおり （なんくる） 山原　憲子 （ＳＡＫＵＲＡ） 植田　美穂子 （サンシャイン）
廣野　明美 （西宮卓愛会） 福永　信子 （ＳＡＫＵＲＡ） 清水　典子 （サンシャイン）
竹内　喜子 （ニューキャロット） 大西　泰子 （アイリスQ） 知加良真紀子 （サンシャイン）
塩田　一枝 （野の池コミセン） 河野　奈々子 （あじさい） 戸田　雅子 （サンシャイン）
藪内　慶子 （野の池コミセン） 鷲山　洋子 （あじさい） 池田　真知子 （サンシャイン）
柏木 （野々池コミセン） 今井　千代 （アリス） 辻　　節美 （シャブリ－ズ）
岸川　美恵子 （華ちゃん'ｓ） 田中　いほ子 （アリス） 時枝 （神卓クラブ）
杏中　澄子 （ハニーピンズ） 堂本　雅子 （猪名川卓球クラブ） 竹内　御幸 （水仙）
橘　　暁美 （ハニーピンズ） 神澤　貢己子 （ウィズ・ユー） 髙橋　春美 （鈴蘭チ－ム）
前川　富代 （ハニーピンズ） 木原　直美 （ウエンズディ） 吉岡　明子 （すみれ）
神尾　道 （ハニ－ピンズ） 内藤　安子 （ウエンズディ） 浅田　美千代 （セリオ）
星谷　美智子 （ハニ－ピンズ） 江頭　喜保子 （栄球会） 宮本　しず子 （ダイナモ）
峯田　富美子 （ハ－バ－クラブ） 西原　淳子 （栄球会） 大船　美根子 （たかクラブ）
井上　登代子 （パプリカ） 安藤　輝子 （エール） 武田　知加子 （たかクラブ）
山田　滝子 （ひいらぎ） 滝本　信子 （オリ－ブ） 正木　陽子 （たかクラブ）
澤田　美津恵 （鵯越レディ－ス） 阿部　るい （火星卓球隊） 白石　磨理子 （卓志会）
三島 （ファイティング上野） 長谷川　正子 （川池フレッシュ） 阪田　啓子 (卓睦会）

山口　貴美子 （フェニックス） 山田　瀧子 （北クラブ） 高岡　恭子 （チアリ－同好会）
戸川　由里子 （フレンドファイブ） 黒井　敬子 （グループみき） 上田　町子 （チアリ－同好会）
川崎　厚子 （フレンドファイブ） 山田　智江子 （クロ－バ－） 岸本　由美子 （チェリッシュ）
前田　美智子 （ポプラ） 中井　喜代子 （クロ－バ－） 佐藤　春代 （チェリッシュ）
浜崎　記江 （ミッション） 北川　雅子 （クロ－バ－） 坂本　由美 （つぼみ）
鮫島　節子 （みのり） 竹村　征子 （個人） 松本　文子 （つぼみ）
畑原　るみ子 （ミント） 兼吉　八重子 （個人） 西添　伊都子 （つぼみ）
前田　成美 （ミント） 広瀬　和子 （個人） 植村　京子 （長岡コスモス）
芝野　定子 （武庫ピノキオ） 伊藤　尚子 （個人） 浦田　ますみ （ナチュラル）
村上　富子 （明友会） 坂田　房子 （個人） 松屋　喜代美 （ナチュラル）
飯堂　由美子 （明友会北） 尾上　浅子 （個人） 植田　貞子 （なんくる）
小野　さとみ （明和クラブ） 中村　万美子 （個人） 佐藤　由紀子 （なんくる）
楳田　美代子 （明和レモン） 大内　嘉子 （個人） 佐田　典子 （なんくる）
津崎　幸子 （レモン） 井上　仁美 （個人） 岡野　須磨子 （ニュ－キャロット）
田原　初子 （明友会北） 髙橋　民子 （個人） 村松　輝代子 （野の池コミセン）

鵜尾　一枝 （個人） 浜崎　嘉己 （野々池コミセン）
南　　恵子 （個人） 飯田　博子 （野の花クラブ）
朝野　政子 （個人尼崎） 小田村芳恵 （のばら）

１２　部 １３　部

ー１０－



桑田　利子 （はちみつレモン） 吉本　多鶴美 （３３３） 森田 （個人）
込山　幸子 （ハニ－） 小田切　成子 （３３３） 上東　以外子 （個人）
才村　治子 （ハニ－） 貝原　文江 （３３３） 森川　英子 （個人）
片岡　東子 （ハニーピンズ） 若林　恭子 （３３３） 斉藤　幸子 （個人）
桑野　トミヨ （ハニ－ピンズ） 前田　美佐子 （333・空） 住平　恵 （個人）
前田　こずえ （ハニ－ピンズ） 山崎　昌子 （ＩＴＣ） 松本　孝代 （個人）
清水　小夜子 （ハニ－ピンズ） 藤本　朱美 （ＩＴＣ） 服部　和子 （個人）
切東　信子 （パ－ルクラブ） 歓崎　みどり （ＫＴＯ） 井上　陽子 （個人）
河本　美芳 （パ－ルクラブ） 山口　みゆき （ＭＴＣ） 山崎　千幸 （個人）
紅山　涼子 （ひいらぎ） 前川　百合子 （Ｓ＆Ｍ） 多賀　暁子 （個人）
福岡　豊子 （ビオラ） 尾西　文子 （Ｓ＆Ｍ） 神山　佳英子 （個人）
中林　美佐子 （鵯越レディ－ス） 十朱　小雪 （ＳＮＴ） 川原　芙美子 （個人）
塩谷　千鶴子 （フィッシュ） 兼田　浩子 （ＳＮＴ） 小林　みちよ （個人）
酒井　霜恵 （フィット） 東　　有子 （ＴＤＬ） 長瀬たづ子 （個人）
藤田　悦子 （フェアリー） 小笠原　紀久子（アイＴＴＣ） 石田　知香子 （個人）
新谷ゆきえ （ペガサス） 太田　保子 （あじさい） 佐々木　節子 （個人）
浜崎 （ミッション） 玉屋　佳津恵 （アミティエ） 永谷　葉子 （個人）
板橋　弘美 （美山台） 濱田　美千代 （アリス） 河原崎　裕子 （個人）
紀伊　須美恵 （美山台） 井岡　幸子 （アルプス） 末葭　順子 （個人）
長谷川佳子 （美山台） 橋本　仲子 （いえもん） 片岡　愛英 （個人）
山下　雅弓 （美山台） 池野　みよ （板宿ＴＴＣ） 楠本　由美子 （個人）
岡村　宣子 （明友会北） 猪谷　智恵子 （いろは）　　＊ 平松　くにゑ （こまめ）
友常　千代子 （メロディ） 長田　弘子 （梅） 岡崎　伸子 （さくら草）
大西　房子 （ゆり） 森田　玲子 （エ－ル） 尾崎　道子 （さくらんぼ）
多賀　美智子 （ラビット） 長江　寿美子 （カラー） 坂本　嬌子 （さなぎ）
新田　まゆみ （レディ－ス） 井上　直子 （共済シナモン） 松井　美恵子 （さなぎ）
浦狩　陽子 （レモン） 松吉　重子 （共済シナモン） 浜辺　敏子 （さなぎ）

牧村　真知子 （共済シナモン） 永井　美智子 （サンシャイン）
黒崎　寿美 （共済シナモン） 渡辺　直子 （サンシャイン）
本岡　多恵子 （クッキ－） 越名　たず子 （サンシャイン）
的野　波子 （クッキ－） 山本　昭子 （三色すみれ）
岡崎 （クローバー） 渋谷　二三子 （シ－ガル）
鍋坂 （クローバー） 小田　三千代 （シャブリ－ズ）
細野　美智子 （クローバー） 河野　恭子 （シャブリ－ズ）
大島　紀美子 （クローバー） 酒井　ゆくゑ （すいせん）
中村　房子 （クローバー） 藤原　よし子 （水仙）
濱田　宣子 （クローバー） 脇田　佳代子 （水仙）
赤澤　弘子 （クローバー） 岡田　澄代 （すじつ会）
清水　貴美子 （クローバー） 大神　玉子 （すずめ）
濱田　宣子 （クローバー） 辻井　美代子 （スズラン）
細見　登志子 （クローバー） 大石　美代子 （鈴蘭チ－ム）
下林　順子 （クロ－バ－） 橋本　文代 （鈴蘭チ－ム）
遠藤　冴子 （クロ－バ－） 立石　希美 （スプリットリング）
野口　浪子 （クロ－バ－） 藤堂　武子 （スマイル）
裏地　節子 （クロ－バ－） 丸尾　敏枝 （スマイル）

小山　輝子 （すみれ）
鳥居　君江 （セリオ）

13　部 １４　部

ー１１－



藤本　栄子 （大河） 井上　和子 （ハッチ－） 山本　和恵 （３３３）
大澤　和子 （たかクラブ） 矢形　喜久子 （華ちゃん'ｓ） 保　　幸子 （ＩＴＣ）
大村　ハツ子 （たかクラブ） 時本　美奈子 （ハニーピンズ） 吉岡　利美 （ＩＴＣ）
川辺　佐智子 （たかクラブ） 栢本　明美 （ハニーピンズ） 北山　秀子 （ＫＴＯ-Ｆ）
吉川　敏子 （たかクラブ） 曽我　智恵子 （ハニ－ピンズ） 荒木　弘子 （ＫＴＯ-Ｆ）
浜田　真由美 （たかクラブ） 大坪　康乃 （ハニ－ピンズ） 大野　道子 （ＫＴＯ-Ｆ）
森　　洋子 （卓志会） 平田　益美 （ハニ－ピンズ） 小林　久枝 （ＫＴＯクラブ）
徳野　百合枝 （竹葉） 橋本　澄子 （ハニ－ピンズ） 土肥　久美子 （MOKA）
片岡　シズ子 （チアリ－クラブ） 山下　真利子 （ハニ－ピンズ）　＃ 正木　陽子 （ＭＴＣ）
織田　秋子 （チアリ－同好会） 安福　清子 （ハニ－ピンズ）　＊ 前田　あつ子 （ＭＴＧ４８）
森垣　あさの （チェリッシュ） 一ノ瀬　和子 （ビオラＴ） 土井　成美 （ＭＴＧ４８）
佐野　明子 （チェリッシュ） 吉塚　富枝　 （ビオラＴ） 林　　香織 （ＭＴＧ４８）
西松　歩 （チ－ム光の園） 有吉　裕子 （ひまわり） 山口　貞子 （ＴＹＡ）
有村　幸子 （ツェンティワン） 植村　冨美子 （ひよっこクラブ） 明山　美重子 （ＴＹＡ）
前川　清子 （つぼみ） 井上　佳子 （ひよっこクラブ） 山田　みな子 （アイＴＴＣ）
中嶋　恵美 （トンガリ） 多田　まり子 （鵯越レディ－ス） 太田　嘉代子 （アイＴＴＣ）
砂原　陽子 （長岡コスモス） 盛田　丸子 （フィット） 加賀　弘子 （アイＴＴＣ）
永田　啓子 （長岡コスモス） 久代　美佐子 （フ－シャ） 浜田　俊枝 （アイTTC)
佐伯　千代枝 （長岡ひまわり） 松谷　幸子 （フラワー） 井戸川時枝 （アイＴＴＣ）
仙波　恭子 （なんくる） 高田　和子 （フレッシュアップ） 上原　静枝 （あかり）
橋本　美保子 （ネクサス） 高松　智津子 （フレッシュアップ） 矢野　和子 （あかり）
上原　京子 （野々池コミセン） 額田　幸 （フレッシュアップ） 阿久津　マキコ （あさひ）
中口　由未代 （野の花クラブ） 小野　ヨシ子 （ベタ） 辻　　久代 （あさひ）
高木　昇子 （野ばら） 山名　美佐子 （ベタ） 今市　節子 （アマリリス）
小田村　芳恵 （野ばら） 関島　あき子 （ベタ） 野竿　真歩 （アマリリス）
成瀬　徳子 （野ばら） 坂田　ユリ子 （紅花） 井畑　純子 （いえもん）

幸田　雅子 （マンデーズ） 小寺　伸子 （いえもん）
折原　民子 （マンデ－ズ） 藤原　千鶴子 （いえもん）
笠作　千佐子 （美山台） 益田　まさ子 （いえもん）
岸　　節 （武庫ピノキオ） 石岡　しげ子 （苺みるく）
柴田　和江 （武庫ピノキオ） 角口　清美 （イナミオパ－ルズ）

神農　雅恵 （ム－ミン） 山本　喜代子 （イナミオパ－ルズ）

篠原　洋子 （明友会北） 佐藤　昭子 （入江）
山崎　和子 （メロディ） 玉分　容子 （エール）
川元　正子 （ゆうゆうクラブＢ） 大橋　辰子 （大玉）
牡丹　真弓 （ゆうゆうクラブＢ） 神野　多美子 （大中クラブ）
松本　孝代 （ラビット） 小林　真紀子 （火星卓球隊）
山本　成子 （陵南クラブ） 阿久津　市子 （カワセミ）
福田　恭子 （レディ－ス） 安部　由布子 （クリスタル）
竹井　幸子 （ピーナッツ） 足立　ちひろ （クローバー）
吉川　弘子 （ビオラ） 大船　美根子 （クローバー）
河端　幸子 （兵庫大開） 井上 （クローバー）
岡部　美園 （明友会北） 山口　眞美子 （クローバー）

野口　豊乃 （クロ－バ－）
山本　登志子 （クロ－バ－）
堀井　千代子 （クロ－バ－）

14　部 １５　部

ー１２－



今村　みち子 （個人） 塩谷　友子 （ダイナモ） 小西　敬子 （ピーナッツ）
中山　富子 （個人） 前田　妙子 （たかクラブ） 山田　ちひろ （ひえピヨ）
鏡　　美智子 （個人） 山田　佳子 （たかクラブ） 西田　洋子 （ひまわり）
吉良　貴美子 （個人） 越智　タヅ子 （竹葉） 安藤　和子 （ひまわり）
松本　綾子 （個人） 齋藤　稔子 （チアリ－クラブ） 戸川　弘子 （ひよっこクラブ）
浅岡　弘子 （個人） 中村　保子 （チェリッシュ） 庄田　圭子 （フラワー）
藤本　房子 （個人） 原　　善子 （チェリッシュ） 播田　美代子 （フラワー）
酒井　万里子 （個人） 平谷　久美子 （チェリッシュ） 藤田　和子 （フラワー）
多賀　暁子 （個人） 見上　昌子 （チェリッシュ） 吉井　昭子 （フラワー）
大橋　辰子 （個人） 渡辺　篤子 （チェリッシュ） 山本　俊子 （フラワー）
川本　昭代 （個人） 石本　典子 （チェリッシュ） 田畑文子 （ペガサス）
坂村　節子 （個人） 河里　夫美子 （チェリッシュ） 田畑　文子 （ペガサス）
幸田　雅子 （個人） 大野　初美 （チ－ム光の園） 藤堂　凡子 （ベタ）
松本　充子 （個人） 三梨　ゆき （チ－ム光の園） 長谷川かよ子 （マンデーズ）
山本　玲子 （個人） 笹埜　信子 （トンガリ） 宮地　貞子 (マンデーズ)
三宅　寿美 （個人） 吉田恵美子 （トンガリ） 藤野　瑠美子 （マンデ－ズ）
吉本　泰子 （個人） 高岡　一美 （なんくる） 髙木　昇子 （みどり）
渡辺　栄子 （個人） 吉本　奈美代 （なんくる） 市岡　弥恵 （みのおか）
竹内　恵子 （個人） 長江　寿美子 （なんくる） 加嶋　市代 （美山台）
花房　照子 （個人） 高川　明美 （ネクサス） 松岡　幸子 （美山台）

伯　　久美子 （個人） 岸部葉子 （野々池コミセン） 松岡　弘子 （美山台）
平谷　良子 （個人） 伊藤　秀子 （野々池コミセン） 橋本　幸子 （ミラクル）
阿部　レイ子 （個人） 山本　和子 （野々池コミセン） 冨岡　美保 （ミラクル）
金藤　旬子 （個人） 池内　悦子 （野の花クラブ） 前田　セイコ （ミラクル）
杉原　油子 （個人） 八田　和子 （ハッチ－） 清家　英子 （ミラクル）
片田　チヅ子 （個人） 宮安　正子 （華ちゃん'ｓ） 原先 （ミラクル）
藤本　華子 （個人） 宮本　牧代 （はなまるクラブ） 山瀬　教子 （ミラクル）
尾家　文子 （個人） 虫明　和子 （ハニ－） 前田　浄子　　　　ミラクル（ミラクル）
藤本　華子 （個人） 竹森　鞆子 （ハニー） 松村　香織 （ミラクル）
垪和　町子 （個人） 酒井　萬里子 （ハニー） 中村　賀代子 （明友会北）
荒木　百合子 （コスモス） 岡　　千尋 （ハニー） 森川　二三枝 （明友会北）
松下　和子 （コスモス） 中安　時子 （ハニーピンズ） 天野　美代子 （明友会北）
垣添　登志子 （さくら草） 中嶋　文代 （ハニーピンズ） 藤井　節子 （明友会北）
井上　美智子 （桜草） 水谷　早苗 （ハニーピンズ）　　＊ 亀井　ルミ （明友会）
志水　充子 （さくらんぼ） 水田　節子 （ハニ－ピンズ） 荻原　京子 （明友会北）
冨松　泰子 （さくらんぼ） 梅村　良子 （ハニ－ピンズ） 岩本　美幸 （明和クラブ）
岡本　裕子 （さくらんぼＯＮ） 大橋　禎子 （ハニ－ピンズ） 井上　正子 （ゆり）

西村　庸子 （さくらんぼＯＮ） 谷本　恵美子 （ハニ－ピンズ） 藤川　かほる （ラビット）
田坂　英子 （小百合） 安上　陽子 （ハニ－ピンズ） 難波　洋子 （ラベンダ－）
玉山　歳子 （シーガル） 中田　靖子 （ハニ－ピンズ） 武田　和子 （陵南クラブ）
宮崎　葉香 （シ－ガル） 小倉　幸子 （ハニ－ピンズ） 高木　尚子 （陵南クラブ）
阪井 (神卓クラブ） 安富　文代 （陵南クラブ）
坂田　ユリコ （スズラン） 伊川　友美 （六甲ＴＴＣ）
森内　和永 （スズラン） 西尾　紀美子 （六甲ＴＴＣ）
入来　千恵子 （スズラン）
坂田 （スズラン）
杉本　惟子 （スズラン）
高山　瑞江 （スズラン）
角　　桂子 （セリオ）

15　部
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男子 ２０１３・１２・３０

長谷川藤三 （３３３） 外村　隆一 （１０オ－ル） 井戸　　博 （一姫会）
坂恵 （ＡＷＪ） 三木　隆司 （Ｆｏｒｅｖｅｒ） 建部　直人 （Ｆｏｒｅｖｅｒ）
河越　良介 （Ｂｉｒｄｉｅ'ｓ） 朝倉　一博 （ＭＴＫ） 上村　薫 （ＫＴＣ）
牧野　義生 （ＫＹＯＫＵＴＯ（Ｈ） 土佐　洋一 （ＮＡＩＴⅡ） 野澤　英勝 （ＫＴＯ）

増田　孝次 （Ｒｉｎｇ） 大木　隆 （Ｒｉｎｇ） 池田　豊彦 （ＯＳＣ）
仁林　俊郎 （キ－ヘンクラブ） 黒田　紘 （大中クラブ） 岩本　健義 （Ｑちゃん）
松浦　克己 （キ－ヘンクラブ） 金　　忠平 （君影クラブ） 五嶋　隆弘 （ＴＥＡＭＳＡＴＯ）
寺井　裕幸 （個人） 東　　善成 （クラブ幸） 木村　春一 （ＴＫ）
大谷　　慎 （個人） 近藤　正一 （薫風会） 橋本　康行 （栄球会）
鹿乗　正裕 （小浜クラブ） 上田　三巳雄 （個人） 大江　喬 （大中クラブ）
小浜　豊喜 （小浜クラブ） 樫原　宏和 （個人） 西岡　治 （薫風会）
衣笠　叶努 （ジャッキーチェン） 行本　秀昭 （個人） 亀井　敏晴 （個人）
高見　こうすけ （ジャッキーチェン） 小谷　創山 （栄球会） 堀　　重治 （サンシャイン）
上田　翔平 （ジャング） 首藤　哲雄 （栄球会） 藤枝　晋二 （サンシャイン）
木梨　博和 （し松涛クラブ） 北村　裕一 （栄球会） 奥薗　富男 （ジャング）

鈴木　星斗 （須佐野中） 大西　鉄雄 （サンシャイン） 高取　健 （シリウス）
藤岡　昌洋 （セルフィッシュ） 楞野　米次 （サンシャイン） 吉田　宏 （スパイシー）
不破　弥一 （竜が台クラブ） 青木　健一 （三友クラブ） 渡邊　重次 （スパイシー）
谷　　協一 （チ－ムＥＴ） 矢作　正義 （三友クラブ） 幸田　恭典 （タチコマ）
藤岡　健次 （どんぐり） 岸本　岳 （ジャッキーチェン） 池田　和彦 （だるまさん）
澤田　一哉 （ナポレオンクラブ） 中尾　広志 （ジャング） 勝浦　勝 （友が丘）
室田　雄二 （ナポレオンクラブ） 藤原　正幸 （だるまさん） 谷神　浩司 （ナポレオンクラブ）
和田　冶樹 （ニュートラル） 小畑　久 （垂水東クラブ） 桑原　篤 （ネクサス）
丹羽　俊雄 （兵庫卓央会） 藤井　誠 （垂水東クラブ） 廣田　芳夫 （ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ神戸）

大村　光保 （深江クラブ） 江後　源一 （チ－ムＥＴ） 花野　達 （人丸卓球）

嶋田　吉久 （ブル－タス） 坂元　信一 （椿） 敏森　克博 （フレンドリー）
山本　友規　 （野の花クラブ） 西山　東洋 （満州亭）
長谷川英雄 （ハ－バ－クラブ） 山本　茂 （明和Ｅリ－グ）
畠中　敏雄 （ハ－バ－クラブ） 三木　 （明和Ｅリ－グ）
浜田　嘉一 （フレンドリー）

片井 （ＡＷＪ） 中野　照夫 （より道）
多和　遙輝 （ＴＫ）
久保　信二 （ＴＷＩＮＧＳ）
楠見　悟朗 (UOUO）
羽田　昌義 （赤とんぼ）
水船　憲二 （赤とんぼ）
阿部　威彦 （大中クラブ）
石黒　大祐 （薫風会）
須山　次郎 （個人）
水本　　寿 （栄球会）
大東　政弘 （スカイウエイブ）
藤原　正幸 （だるまさん）   
松原　章 （ツェンティワン）
井上　嘉美 （ナポレオンクラブ）
西岡　育雄 （ブルータス）
石井　正 （ブルータス）
丸山　勝正 （ペガサス）

４　部1　部

２部
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男子

卜部　浩企 （３３３） 樫原　眞吾 （３３３） 前川　博英 （３３３）
前田　恵大 （ＩＴＣ） 内藤　俊晴 （３３３） 杉本　正一 （E-フレンズ）
岸　　矩生 （ＫＴＯ） 廣田　孝 （ＫＴＣ） 槙野　隆士 （E-フレンズ）
森田　保 （ＳＮＴ） 北山　寛計 （ＫＴＯクラブ） 平田　温志 （ＩＴＣ）
佐藤　一彦 （ＴＥＡＭＳＡＴＯ） 園山　太一郎 （ＭＴＫ） 山本　有臣 （ＩＴＣ）
廣瀬　則文 （ＴＷＩＮＧＳ） 磯田　有 （ＯＳＣ） 西濱　好晃 （ＫＳＴ）
西村　正幸 （ＴＷＩＮＧＳ） 川井　明 （ＯＳＣ） 野村　英三 （Ｏ.Ｚ.Ｇ）
渡辺　敏夫 （TWT) 林　　孝道 （ＳＣ２１的形） 石野　雅彦 （ＳＣ２１みずかみ）
松村　孝史　 （Ｔ倶楽部） 柏木　大生 （ＳＮＴ） 塔岡　治隆 （TWＴ）
長江　忠春 （Ｔ倶楽部） 大前　敏彦 （ＳＮＴ） 船曳　國光 （ウイング）
岡田　僚 （エルニーニョ） 辰巳　昌延 （ＴＷＩＮＧＳ） 船曳　國光 （ウイング）
松本　悠暉 （オビシティ－ズ） 久保田　保之 （ウッドストック） 中村　守 （ウッドストック）
松田　勉 （クラブ幸） 大江　勇 （大中クラブ） 藤原　克世 （大中クラブ）
原内　俊二 （薫風会） 大西　俊彦 （大中クラブ） 末澤　通則 （神卓クラブ）
柏木　正行 （神戸卓球ナイト） 松岡　壽一 （大中クラブ） 角谷　修次 （菊野会）
佐川　善行 （個人） 仲 （神卓クラブ） 村上　博昭 （君影クラブ）
玉井　利明 （個人） 冨永　久雄 （薫風会） 今村　侑之 （神戸卓球ナイト）
広谷　輝弥 （個人） 星加　清人 （神戸ウエスタン） 兼平　清重 （個人）
高木　隆一 （コリラックマ） 藤本　博司 （個人） 松浦　伸一 （個人）
望月　健吾 （最友喜） 西森　克博 （個人） 面田　穂積 （栄球会）
山中　厳 （サタデ－） 渡邊　吏輝 （個人） 吉位　節二良 （さくら）
上山　貴司 （志友会） 藤本　一夫 （個人） 坂野　公彦 （サンシャイン）
有澤　かず （ジャッキーチェン） 赤本　孝史 （個人） 和田　勝美 （サンシャイン）
上地　渉 （ジャング） 樫原　秀明 （栄球会） 北川　政一 （サンシャイン）
森川　哲 （シリウス） 稲田　高三 （さくら） 広谷　誠亮 （サンシャイン）

松本　淳一 （親友クラブ） 岡本　洋 （サンシャイン） 大上　英男 （シリウス）
河里　　彰 （セルフィッシュ） 西村　弘明 （シリウス） 柏谷　正昭 （神卓クラブ）
入口　譲 （ツェンティワン） 久保　隆良 （すずめ） 荻野 （神卓クラブ）
廣瀬　亨 （ツェンテイワン） 永井　正行 （卓美） 岩見　芳春 （親友クラブ）
岸本　良治 （フレンドリ－） 小西　博 （ツェンティワン） 古田　勝 （親友クラブ）
高谷　信毅 （フレンドリ－） 伊野　一郎 （土曜クラブ） 鈍渡　利光 （スパイシー）
丸越　巧 （ベンツ） 松岡　末吉 （長岡コスモス） 高木 （西神卓友会）
為金　良充 （ベンツ） 藤田　茂 （ぬのびきクラブ） 中本　雅彦 （セルフィッシュ）
坂井　正博 （明和クラブ） 松野　英一 （のじぎく卓球） 松本　健一 （タチコマ）
村山　義人 （竜が台クラブ） 三嶋　史昭 （びりーざきっと） 吉田　恒夫 (竜が台クラブ）

桐原　一幸 （フレンドリー） 進藤　鉄治 （垂水卓研）
森内　良一 （フレンドリー） 藤原　秀夫 （ツェンティワン）
田畑　紀男 （ペガサス） 竹歳　邦衛 （友が丘）
丸越　功 （ベンツ） 保井　良輔 （ニュ－トラル）
郡　一夫 （より道） 中尾　和士 （のじぎく卓球）

友好　英治 （バ－ディ－ズ）
有本　邦夫 （ハニ－ビ－）
長谷川　英雄 （ハ－バ－クラブ）
松田　健一 （びりーざきっと）
外村　司 （フレンドリ－）
南　　一郎 （フレンドリ－）
 東 　久雄 （ベンツ）
卜田　信勝 （明友会西）
高木　冨義 （ルミナス）

６　部 ７　部５　部
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花岡　弘 （３３３） 田中　宏二 （３３３） 木下　晃 （垂水卓研）
久森　昌典 （３３３） 若林　繁 （３３３） 溝手　章三 (垂水卓研）
中川　憲三 （E-フレンズ） 工藤　誠 （３３３） 五嶋　修身 （チアリ－クラブ）
河合 （ＫＳＣ） 安井　義勝 （３３３） 滝沢　旗知 （チアリ－クラブ）
有田 （ＫＳＣ） 中屋　保典 （ＫＴＯ） 長瀬　幸次 （チアリ－クラブ）
朝倉　朋広 （ＫＴＣ） 増田　雅博 （ＫＴＯ） 宮崎　久男 （チアリ－クラブ）
矢田　亨 （ＫＴＣ） 市村　哲也 （ＫＹＵＫＵＴＯ（Ｈ） 大江　勝彦 （チアリ－クラブ）
荒木　洋 （ＫＴＯクラブ）  林　  繁男 （ＮＴＴＣ） 有井 （ツェンティワン）
日向　義郎 （ＳＣ２１的形） 荒木　誠 （ＮＴＴＣ） 斎藤　猪四雄 （鶴甲）
斉藤　隆 （アミーゴ） 辻本　邦夫 （ＯＳＣ） 山内　優 （ニュ－トラル）
陸田　英彦 （アミーゴ） 高松　慶輔 （ＳＣ２１みずかみ） 平井　誠 （ネクサス）
柄谷　一二三 （アミーゴ） 石野　京平 （ＳＣ２１みずかみ） 海山　健一 （バーディーズ）
小田桐和美 （ウイング） 小川　貴弘 （ＳＣ２１みずかみ） 高田　光大 （ハーバークラブ）
大西　敏之 （エルニーニョ） 松村　忠勝 （Ｔ倶楽部） 加来　正直 （バ－ディ－ズ）
岡田　紘一 （大中クラブ） 若月　一郎 （アミーゴ） 堀　　泰裕 （華ちゃん'ｓ）
岡田　拓也 （火星卓球隊） 大久保　敬三 （アミ－ゴ） 米倉　一喜 （華ちゃん'ｓ）
大西　徹 （クレイン） 香川　恒一 （エール） 上原　清夫 （フレンドリ－）
坂本　文雄 （個人） 大野　正良 （かもめ２１） 米田　忠司 （フレンドリ－）
瀬戸　幸男 （個人） 尾崎　靖照 （神戸ウエスタン） 楠本　博光 （フレンドリ－）
藤井　啓志 （個人） 石井　敏弘 （個人） 西尾　裕之 （満州亭）
大川　英則 （個人） 久末　俊則 （個人） 清水　健一 （緑亀達）
白浜　幸晴 （個人） 山中　哲郎 （個人） 橋本　恵二 （竜が台クラブ）
平井　邦明 （サンシャイン） 金井　隆浩 （個人）
中山　伸太郎 （サンシャイン） 森井　征治 （個人）
早稲田宰生 （サンシャイン） 佐野　忍 （コリラックマ）
末弘　与 （サンシャイン） 中井　昇 （サンシャイン）
日向　光現 （サンシャイン） 日和　光現 （サンシャイン）
吉岡　史生 （ジャング） 大辻　雄一郎 （酒落打会）
小川 （神卓クラブ） 木村　裕介 （シリウス）
鳥渕　敏広 （セルフィッシュ） 多根 （神卓クラブ）
石川 （チアリー） 川崎　英夫 （すずめ）
石川　量一 （チアリ－クラブ）

尾崎　勇 （友が丘）
岡田　高彦 （土曜クラブ）
中谷　紀次 （野の花クラブ）
角口　清敏 （ハニ－ビ－）
黒木　順一 （フレンドリ－）
柴田　良毅 （フレンドリ－）
藤原　克也 （ぽちぽちクラブ）
御手洗　博 （まっちゃま北）
得松　文雄 （まっちゃま北）
西村　和也 （緑亀達）
金田　安弘 （明友会西）
式　　栄一 （明和スマイル）
山口　晃示 （明和スマイル）
矢野　博之 （竜が台クラブ）

８　部 ９　部
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喜田　隆弘 （３３３） 溝手　章三 （垂水卓研） 妹尾　隆弘 （３３３）
白石　義和 （３３３） 高橋　清雄 （チアリ－クラブ） 佃　　一広 （３３３）
畑岡　啓二郎 （３３３） 尾ケ井謙昌 （チアリ－クラブ） 林　　東治 （E-フレンズ）
奥野　雅之 (３３３) 笹埜　英明 （トンガリ） 石橋　勇和 （ＧＩＡＮＴＳ）
前田　健登 （ＩＴＣ） 中口　寛 （野の花クラブ） 岩崎　乃三 （ＩＴＣ）
武本　昭夫 （ＩＴＣ） 宮安　喜久夫 （華ちゃん'ｓ） 山田　臣一 （ＫＳＴ）
前田　進 （ＩＴＣ） 木村　斗彦 （ハニ－ビ－） 田村　彰 （ＫＴＯクラブ）
片岡 （ＫＳＣ） 高田　隆一 （ハ－バ－クラブ） 安藤　亮一 （ＫＴＯクラブ）
藤岡 （ＫＳＣ） 有田　洋 （ハ－バ－クラブ） 安原　　勉 （Ｏ.Ｚ.Ｇ）
宮原　英男 （ＫＳＴ） 菅原　隆司 （フレンドリ－） 岡田　恒義 （ＳＮＴ）
千田　清 （ＫＳＴ） 岩本　憲佶 （フレンドリー） 中村　勝 （ＳＮＴ）
林　　忠吉 （ＫＴＯ） 安達　宗男 （満州亭） 岡本　茂喜 （アミ－ゴ）
内海　康次 （ＮＴＴＣ） 村田　謙治 （緑亀達） 飯塚　亘 （うずら）
霜田　辰雄 （Ｒｉｎｇ） 小松　幸雄 （明友会西） 樫村　英彦 （エール）
日向　義郎 （ＳＣ２１的形） 澤田　雅也 （明友会西） 高木　武雄 （大中クラブ）
池本　裕彬 （ＳＣ２１みずかみ） 橋本　昇明 （明和コスモ） 阿部　永遠 （火星卓球隊）
板東　司恵 （ＳＮＴ） 杉岡　敏彦 （明和スマイル） 中尾　弘樹 （神戸国際）
川崎　栄一 （ＵＯＵＯ） 古川　貴大 （神戸卓球ナイト）
小川　悟 （赤とんぼ） 金山　行雄 （個人）
大岡　正佳 （アミーゴ） 塩田　修士 （個人）
高槻　均 （アミ－ゴ） 平　　公生 （個人）
岡本　義昭 （エール） 中口　寛 （個人）
板橋　勇 （エ－ル） 東尾　邦光 （個人）
松嶋　進 （大中クラブ） 若松　富夫 （個人）
笠田　昇 （学園小寺） 灘　　利光 （個人）
井上　賢一 （菊野会） 井上　正彦 （個人）
磯木　浩輝 （キララ） 河野　正春 （個人）
山口　和貴 （キララ） 灘　利光 （個人）
秋山　雅彦 （個人） 河原　一浩 （小百合）
仁科　修一 （個人） 上野　芳郎 （サンシャイン）
松本　智徳 （個人） 櫻井　威男 （サンシャイン）
廣瀬　輝久 （個人） 沢崎　邦晴 （サンシャイン）
河野　俊男 （個人） 中谷　光雄 （サンシャイン）
大野　且博 （個人） 濱崎　康裕 （サンシャイン）
高田　隆一 （サタデ－） 久末　俊則 （サンシャイン）
吉田　典平 （サンシャイン） 吉田　昇平 （サンシャイン）
三栗谷史朗 （サンシャイン） 釣　順信 （スキー協）
吉田　典平 （サンシャイン） 乾　　優太 （スシロ－）

山口　信之 （サンシャイン）
菅澤　透 （酒落打会）
山野井実乗 （すずめ）
山田　良宏 （すずめ）
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１２　部

白石　智男 （卓志会） 松尾　昭 （３３３） 小坂　行弘 （卓健会）
中西　勝也 （卓志会） 大浦　一郎 （３３３） 堂内　達彦 （卓健会）
森永　茂 （垂水卓研） 小倉　功 （３３３） 東向　達彦 （卓健会）
小山　繁 （垂水卓研） 竹田　栄一 （Ｅ.Ｔ会） 高田　勝彦 （垂水卓研）
平田　次穂 （垂水卓研） 濱田　靖彦 （E-フレンズ） 中尾　良行 （垂水卓研）
岡　　英明 （垂水卓研） 岩永　久 （ＩＴＣ） 大木　正徳 （垂水卓研）
今井　久喜 （チアリ－クラブ） 廳　健二 （ＫＴＯクラブ） 高島　秀利 （垂水卓研）
岡本　潤 （チアリ－クラブ） 国重　正史 （Ｍ＆Ｋクラブ） 井手　稔 （垂水卓研）
長瀬　幸次 （チアリ－クラブ） 小林　勝 （ＳＣ２１みずかみ） 中井　保 （垂水卓研）
前羽　啓男 （ツェンティワン） 中安　修 （ＳＣ２１みずかみ） 山下　勝 （垂水卓研）
佐々木正夫 （トンガリ） 三良　哲也 （ＴＥＡＭＳＡＴＯ） 高田 （垂水卓研）
久保　雅義 （なんくる） 小門　正人 （Ｔ倶楽部） 鹿田　英雄 （ツェンティワン）
金谷　淳一 （華ちゃん'ｓ） 中西　和夫 （ＵＯＵＯ） 母里　邦夫 （トンガリ）
福田　紀久雄 （ハ－バ－クラブ） 山下　啓輔 （神戸国際） 山口　逸三 （トンガリ）
遠藤　紀夫 （ハ－バ－クラブ） 塩田　修士 （神戸卓球ナイト） 網谷　親 （ネクサス）
酒井　章次 （藤森TTC） 林　哲二 （個人） 田中　栄一 （ハニ－ピンズ）
藤川　慶司 （緑亀達） 依藤　輝雄 （個人） 山下　晃希 （フリー）
澤田　雅也 （明友会西） 岩山　知三郎 （個人） 叶居　孝一 （緑亀達）
松本　義彦 （明友会西） 金井　隆浩 （個人） 高柳　敏夫 （緑亀達）
戎　　宏太郎 （明友卓球クラブ） 河井　俊一 （個人） 堤　宗光 （明友会西）
紙本　知明 （明友卓球クラブ） 阪下　利幸 （個人） 今岡　 （明和クラブ）
高妻　俊作 （明友会西） 真崎　勝次 （個人） 松島　幸男 （明和スマイル）
岩井　貞興 （明友会西） 長谷坂　通夫　 （個人）
吉良　昭一郎 （明和スマイル） 花房　信義 （個人）

浜田　三郎 （個人）
福田　篤弘 （個人）
廣瀬　輝久 （個人）
堀口　武 （個人）
堀野　晃生 （個人）
柳井　利美 （個人）
山上　昇 （個人）
山田　進 （個人）
若松　富男 （個人）
塩澤　廣之 （個人）
中島　信保 （個人）
平野　清志 （個人）
渡辺　剛光 （サンシャイン）
瀬川　貴直 （サンシャイン）
大畑　泰 （サンシャイン）
乾　優太 （スシロ－）
山崎　弘行 （スポーツ21小野東）

成瀬　定一 （西神卓友会）
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