
①：男子一般　１位トーナメント １～５コート

1 加藤（シックス・ワン） 平山（ＣＲＯＮＹ） 青山（ＴＡＱＣ） 矢島(港北高校）

17 種谷(東亜合成卓球部） 船田（ｉｌｍａｒｅ） 佐藤（ル・クール） 古屋(横浜翠陵高） 0
0

16 川﨑(国大クラブ） 真邊(個　　人） 飯田（ＮＫＴＴＣ） 峯岸(港北高校）
0

1

9 高原(南戸塚） 石川（ＣＲＯＮＹ） 武田(個　　人） 三松(港北高校） 1

24 山口(遊遊会） 山岡（１１ＡＭ） 豊田（ＣＲＯＮＹ） 沼田（クアイロー）

25 山田（パイオニア） 小泉（ＴＡＱＣ） 佐久間(北陵クラブ山根(港北高校）

8 廣田(北陵高校） 岩戸（アルファ２１） 鴨井（Ａｌｌｉｖｅｓ） 染葉(港北ｼﾞｭﾆｱ） 0
1

5 市川（Ｙ卓会） 吉田(遊遊会） 北本（ＴＡＱＣ） 池谷(港北高校）

28 小林(日立ＴＣ） 坂下(遊遊会） 石井（Ａｌｌｉｖｅｓ） 砂金（ＣＲＯＮＹ） 0

21 中西（シックスワン）岡田（ＣＲＯＮＹ） 星加(新ＴＴＳｸﾗﾌﾞ） 島田(港北高校）

12 高橋（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ石井（さくらクラブ） 黒松（ＣＲＯＮＹ） 岡本(港北高校） 0
2

13 小野寺(北陵クラブ緒方（アルファ２１） 新井（ＣＲＯＮＹ） 長島(港北高校）
2

20 村上（１１ＡＭ） 大畑（ＮＫＴＴＣ） 松本（サムライザ） 佐藤(港北高校） 0
2

4  李（Ｙ卓会） 前田（ＣＲＯＮＹ） 伊藤(日立ＴＣ） 樫本(港北高校）

3 川村（ＰＥＡＮＵＴＳ）小林（ＣＲＯＮＹ） 寺井(個人） 永井(港北ジュニア）

19 佐藤(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ 岸(神奈川卓球ｸﾗﾌﾞ大倉（わわわ） 三浦(港北高校） 2

14 村山(相模原土曜会大熊(東亜合成卓球部） 登坂（ＣＲＯＮＹ） 金子(横須賀工業高） 2
1

11 菊池（Ｙ卓会） 藤田（クアイロー） 大田（ＣＲＯＮＹ） 佐相(港北高校） 0
1

22 田中（１１ＡＭ）松原（ＣＲＯＮＹ高橋（アルファ２１） 藤綱(横浜翆陵高校）

27 柳沢（Ａｌｌｉｖｅｓ） 小林（１１ＡＭ） 利岡(日立ＴＣ） 小原(港北高校） 0

6 田中（シックス・ワン石丸(新ＴＴＳクラブ 松岡（ＣＲＯＮＹ） 徳永(港北ジュニア）

7 鈴木（ＲＥＤ ＮＯＳＥ中西（パイオニア） 溝渕（ｉｌｍａｒｅ） 山口(港北高校） 1
2

26 上野（シックスワン）成冨（ＣＲＯＮＹ） 渡口(個　　人） 小嶋(港北高校）
2

23 松浦(北陵クラブ） 大岩（ｉｌｍａｒｅ） 加藤(個　　人） 新井(港北高校） 0

10 上田(国大クラブ） 今野(中日の橋） 工藤（ＣＲＯＮＹ） 桑嶋(桐光学園高）
0

15 町田（ＨＡＺＡＷＡ） 柿澤(相模原土曜会氏家（リマソン） 伊藤(創学館高校）
0

1

18 古屋(横浜翠陵高） 橋本（アルファ２１） 田辺（ｉｌｍａｒｅ） 高城(港北高校） 0

2 川口(国大クラブ） 吉川（Ａｌｌｉｖｅｓ） 安藤（クアイロー） 亀山(港北高校）

1位 ：市川　鷹秀（Ｙ卓会）

2位 ：田中　亮（シックス・ワン）

3位 ：山岡　弘史（１１ＡＭ）

3位 ：川口　祐太(横浜国大クラブ）



①：男子一般　２位トーナメント ６～８コート

1 加藤（シックス・ワン） 平山（ＣＲＯＮＹ） 青山（ＴＡＱＣ） 矢島(港北高校）

17 種谷(東亜合成卓球部） 船田（ｉｌｍａｒｅ） 佐藤（ル・クール） 古屋(横浜翠陵高） 0

16 川﨑(国大クラブ） 真邊(個　　人） 飯田（ＮＫＴＴＣ） 峯岸(港北高校）
0

9 高原(南戸塚） 石川（ＣＲＯＮＹ） 武田(個　　人） 三松(港北高校） 0

24 山口(遊遊会） 山岡（１１ＡＭ） 豊田（ＣＲＯＮＹ） 沼田（クアイロー）

25 山田（パイオニア） 小泉（ＴＡＱＣ） 佐久間(北陵クラブ山根(港北高校）
0

8 廣田(北陵高校） 岩戸（アルファ２１） 鴨井（Ａｌｌｉｖｅｓ） 染葉(港北ｼﾞｭﾆｱ） 0
0

1

5 市川（Ｙ卓会） 吉田(遊遊会） 北本（ＴＡＱＣ） 池谷(港北高校） 0

28 小林(日立ＴＣ） 坂下(遊遊会） 石井（Ａｌｌｉｖｅｓ） 砂金（ＣＲＯＮＹ）

21 中西（シックスワン）岡田（ＣＲＯＮＹ） 星加(新ＴＴＳｸﾗﾌﾞ） 島田(港北高校） 0

12 高橋（ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ石井（さくらクラブ） 黒松（ＣＲＯＮＹ） 岡本(港北高校）
0

13 小野寺(北陵クラブ緒方（アルファ２１） 新井（ＣＲＯＮＹ） 長島(港北高校）
0

0

20 村上（１１ＡＭ） 大畑（ＮＫＴＴＣ） 松本（サムライザ） 佐藤(港北高校） 0
1

4  李（Ｙ卓会） 前田（ＣＲＯＮＹ） 伊藤(日立ＴＣ） 樫本(港北高校）

3 川村（ＰＥＡＮＵＴＳ）小林（ＣＲＯＮＹ） 寺井(個人） 永井(港北ジュニア）

19 佐藤(ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ 岸(神奈川卓球ｸﾗﾌﾞ大倉（わわわ） 三浦(港北高校） 0

14 村山(相模原土曜会大熊(東亜合成卓球部） 登坂（ＣＲＯＮＹ） 金子(横須賀工業高）
0

0

11 菊池（Ｙ卓会） 藤田（クアイロー） 岡田（ＣＲＯＮＹ） 佐相(港北高校） 0
1

22 田中（１１ＡＭ）松原（ＣＲＯＮＹ高橋（アルファ２１） 藤綱(横浜翆陵高校）

27 柳沢（Ａｌｌｉｖｅｓ） 小林（１１ＡＭ） 藤原日立ＴＣ） 小原(港北高校） 1
1

6 藤森（シックス・ワン石丸(新ＴＴＳクラブ 松岡（ＣＲＯＮＹ） 徳永(港北ジュニア）

7 鈴木（ＲＥＤ ＮＯＳＥ中西（パイオニア） 溝渕（ｉｌｍａｒｅ） 山口(港北高校）

26 上野（シックスワン）成冨（ＣＲＯＮＹ） 渡口(個　　人） 小嶋(港北高校） 1

23 松浦(北陵クラブ） 大岩（ｉｌｍａｒｅ） 加藤(個　　人） 新井(港北高校） 1

10 上田(国大クラブ） 今野(中日の橋） 工藤（ＣＲＯＮＹ） 桑嶋(桐光学園高）
0

15 町田（ＨＡＺＡＷＡ） 柿澤(相模原土曜会氏家（リマソン） 伊藤(創学館高校） 0

18 古屋(横浜翠陵高） 橋本（アルファ２１） 田辺（ｉｌｍａｒｅ） 高城(港北高校）
0

2 川口(国大クラブ） 吉川（Ａｌｌｉｖｅｓ） 安藤（クアイロー） 亀山(港北高校） 0

1位 ：中西　淳（パイオニア）

2位 ：平山　晶基（ＣＲＯＮＹ）



②：男子４５才以上　決勝トーナメント ９・１０コート

1-1 長谷川（Ｙ卓会） 中井（Ｈａｓｗｅｌｌ） 山田（ＴＡＱＣ）

3-2 原　（Ｙ卓会） 山之内（サンＴＣ） 湯田(中日の橋）

2-2 山本（ＪＦＥ） 山崎（ﾁｰﾑだいせん野村（ピン卓球ｸﾗﾌﾞ） 0
0

5-1 江口（さくらクラブ） 大津（ﾁｰﾑだいせん山田(横浜市役所） 斉藤(個　　人）
0

6-2 岩元（さくらクラブ） 熊谷（わわわ） 寺田(たつのおとしご） 小林(ﾋﾟﾝ卓球ｸﾗﾌﾞ） 0

7-2 地引（Ｙ卓会） 長尾(卓精会） 吉川（スマイル） 谷尾(個　　人） 0
2

4-1 北條（ＴＨＩＮＫ） 青木(卓　　友） 佐久間(南戸塚） 荒木(個　　人）

3-1 原　（Ｙ卓会） 山之内（サンＴＣ） 湯田(中日の橋） 2

5-2 江口（さくらクラブ） 大津（ﾁｰﾑだいせん山田(横浜市役所） 斉藤(個　　人）
1

4-2 北條（ＴＨＩＮＫ） 青木(卓　　友） 佐久間(南戸塚） 荒木(個　　人）

6-1 岩元（さくらクラブ） 熊谷（わわわ） 寺田(たつのおとしご） 小林(ﾋﾟﾝ卓球ｸﾗﾌﾞ） 0
0

7-1 地引（Ｙ卓会） 長尾(卓精会） 吉川（スマイル） 谷尾(個　　人）
0

1-2 長谷川（Ｙ卓会） 中井（Ｈａｓｗｅｌｌ） 山田（ＴＡＱＣ） 0

2-1 山本（ＪＦＥ） 山崎（ﾁｰﾑだいせん野村（ピン卓球ｸﾗﾌﾞ） 0

１位 ：長谷川　桂志（Ｙ卓会）

２位 ：長尾　正治(卓精会）

３位 ：北條　猛士（ＴＨＩＮＫ）

３位 ：江口　英文（さくらクラブ）



③：男子５５才以上　決勝トーナメント １１・１２コート

1-1 曽根（ＭＴＣ） 鎌田（リマソン） 鈴木(たつのおとしご）

7-2 駒井（ブルーライン 杉山(たつのおとしご） 秋山（ウイン） 山下（わわわ） 0

2-2 室井(大正同好会） 三神（ﾁｰﾑだいせん小藪(個　　人）

8-1 長野(木曜会） 葉山（ウイン） 中島（わわわ） 松尾(個　　人） 2
0

5-1 大星（ウイン） 桜井(中日の橋） 田畑(個　　人） 小田（わわわ） 1

3-2 佐々木(神南クラブ野田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 鈴木（ル・クール） 近藤(個　　人）

6-2 野村（ゴルベテ） 喜多(ウイン） 根岸（わわわ） 菊池(たつのおとしご） 0
0

4-1 高木(卓　　友） 上江（パイオニア） 蕏塚（ル・クール） 西浜(たつのおとしご）

0

3-1 佐々木(神南クラブ野田(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 鈴木（ル・クール） 近藤(個　　人）
0

5-2 大星（ウイン） 桜井(中日の橋） 田畑(個　　人） 小田（わわわ） 0

4-2 高木(卓　　友） 上江（パイオニア） 蕏塚（ル・クール） 西浜(たつのおとしご） 0

6-1 野村（ゴルベテ） 喜多(ウイン） 根岸（わわわ） 菊池(たつのおとしご）

7-1 駒井（ブルーライン 杉山(たつのおとしご） 秋山（ウイン） 山下（わわわ）
1

2

1-2 曽根（ＭＴＣ） 鎌田（リマソン） 鈴木(たつのおとしご） 1

8-2 長野(木曜会） 葉山（ウイン） 中島（わわわ） 松尾(個　　人） 0
2

2-1 室井(大正同好会） 三神（ﾁｰﾑだいせん小藪(個　　人）

１位 ：曽根　龍（ＭＴＣ）

２位 ：野村　昌俊（ゴルベテ）

３位 ：近藤　龍間呂(個人）

３位 ：室井　正志(大正同好会）



④：男子６５才以上　決勝トーナメント ２２・２３コート

1-1 水島（さくらクラブ） 小河原(神南クラブ尾﨑(個　　人） 松山（リマソン）

3-2 多田(神南クラブ） 根本（テニシャス） 吉田(六つ卓クラブ 森田(個　　人）

2-2 喜多川（さきがけ） 長田(神南クラブ） 森田(個　　人） 江野沢(個　　人） 1
1

1

5-1 開沼（テニシャス） 井野（さくらクラブ） 吉川(卓　　友） 山本(　翔　） 0
1

6-2 川内（テニシャス） 関本(六つ卓クラブ 角田（ＭＴＣ） 金子(中日の橋）

7-2 峯岸（ＨＡＺＡＷＡ） 岩下（テニシャス） 森﨑（さくらクラブ） 大野(卓　　友） 1
1

4-1 平尻(神南クラブ） 宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 堀内（テニシャス） 柳田(中日の橋）

3-1 多田(神南クラブ） 根本（テニシャス） 吉田(六つ卓クラブ 森田(個　　人） 2
1

5-2 開沼（テニシャス） 井野（さくらクラブ） 吉川(卓　　友） 山本(　翔　）

4-2 平尻(神南クラブ） 宮崎(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 堀内（テニシャス） 柳田(中日の橋） 2

6-1 川内（テニシャス） 関本(六つ卓クラブ 角田（ＭＴＣ） 金子(中日の橋）

7-1 峯岸（ＨＡＺＡＷＡ） 岩下（テニシャス） 森﨑（さくらクラブ） 大野(卓　　友）

1-2 水島（さくらクラブ） 小河原(神南クラブ尾﨑(個　　人） 松山（リマソン） 0
0

2-1 喜多川（さきがけ） 長田(神南クラブ） 吉垣（テニシャス） 江野沢(個　　人） 0

１位 ：　川内　信一郎（テニシャス）

２位 ：　　尾﨑　耕兒(個人）

３位 ：　堀内　三生（テニシャス）

３位 ：　岩下　哲治（テニシャス）



⑦：女子一般　決勝トーナメント １３コート

1-1 安藤(ＪＦＥ） 小笠原（ＣＲＯＮＹ）岡本(R&Mﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

3-2 加藤（ＴＡＱＣ） 鈴木(北陵クラブ） 田中（ＣＲＯＮＹ） 小山（Ａｌｌｉｖｅｓ） 2
0

2-2 橋本（ＣＲＯＮＹ） 伊藤（サラン） 奥野（Ｋクラブ） 高橋（Ａｌｌｉｖｅｓ）

4-1 管原（ＣＲＯＮＹ） 小野寺(北陵クラブ大木(金沢チェリー）吉森（ＣＲＯＮＹ） 1
0

3-1 加藤（ＴＡＱＣ） 鈴木(北陵クラブ） 田中（ＣＲＯＮＹ） 小山（Ａｌｌｉｖｅｓ） 2
0

1-2 安藤(ＪＦＥ） 小笠原（ＣＲＯＮＹ）岡本(R&Mﾃｰﾌﾞﾙﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ）

4-2 管原（ＣＲＯＮＹ） 小野寺(北陵クラブ大木(金沢チェリー）吉森（ＣＲＯＮＹ） 0

2-1 橋本（ＣＲＯＮＹ） 伊藤（サラン） 奥野（Ｋクラブ） 高橋（Ａｌｌｉｖｅｓ）

１位：橋本　麻美（ＣＲＯＮＹ） ３位：　鈴木　明日香（北條クラブ）　

２位：安藤　奈々（ＪＦＥ） ３位：　鈴木　明日香（北條クラブ）　　奥野　晴美（Ｋクラブ）

⑧：女子４５才以上　決勝トーナメント １４・15コート

1-1 木村（つくし） 大津(三菜会） 北沢（Ｋクラブ）

3-2 井上（ｌｅａｆ） 秋山(金沢チェリー）高橋(個　　人） 桑嶋（そよかぜ） 0

2-2 景山(金沢チェリー）唐沢(磯子クラブ） 茂木（Ｈａｓｗｅｌｌ）
0

1

5-1 高橋（マリーンｸﾗﾌﾞ 五十嵐（ｌｅａｆ） 山口（チームねこ） 堤(個　　人）

6-2 安岡（ｌｅａｆ） 高浪(朝比奈クラブ 福澤(個　　人） 須藤（トトロ） 0

7-2 高橋(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高階（（ｌｅａｆ） 村上(美　　晴） 宮森(個　　人）
0

4-1 梅本(南戸塚） 鈴木(金沢チェリー）和田（チームねこ） 中川(たつのおとしご） 1
1

3-1 井上（ｌｅａｆ） 秋山(金沢チェリー）高橋(個　　人） 桑嶋（そよかぜ） 0

7-1 高橋(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高階（（ｌｅａｆ） 村上(美　　晴） 宮森(個　　人）

5-2 高橋（マリーンｸﾗﾌﾞ 五十嵐（ｌｅａｆ） 山口（チームねこ） 堤(個　　人）

6-1 安岡（ｌｅａｆ） 高浪(朝比奈クラブ 福澤(個　　人） 須藤（トトロ） 1
1

1-2 木村（つくし） 大津(三菜会） 北沢（Ｋクラブ）
0

4-2 梅本(南戸塚） 鈴木(金沢チェリー）和田（チームねこ） 中川(たつのおとしご） 0
2

2-1 景山(金沢チェリー）唐沢(磯子クラブ） 茂木（Ｈａｓｗｅｌｌ）

１位：高橋　房子(川崎レディース） ３位：　影山　茉里(金沢チェリー）

２位：木村　由美子（つくし） ３位：　堤　夏枝(個　人）



⑨：女子５５才以上　決勝トーナメント １６～１７コート

1-1 松野（ほおずき） 小針(中クラブ） 宮川(個　　人）
0

7-2 山本（ＪＦＥ） 栗田（ひさぎクラブ）小寺(三菜会） 小野（ポピー） 1
0

2-2 科野（ＮＥＸＴ） 永井(卓　　友） 亀山（Ｔ．Ｔクラブ） 2

8-1 横尾(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高橋(卓　　友） 菅野(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 古川（モンブラン）

5-1 菊池(不入斗クラブ 生島(篠原クラブ） 西山(花水木） 城塚(南戸塚）
1

3-2 久保田（ｌｅａｆ） 角 （きりがおか） 加藤（チームねこ） 1

6-2 石川(三菜会） 佐藤（綱島クラブ） 冬木（卓　　友） 佐藤(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 1

4-1 鈴木(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）荒牧(卓　　友） 石井(金沢チェリー）大山（Ｔ．Ｔクラブ）

3-1 久保田（ｌｅａｆ） 角 （きりがおか） 加藤（チームねこ）
1

5-2 菊池(不入斗クラブ 生島(篠原クラブ） 西山(花水木） 城塚(南戸塚） 1
2

4-2 鈴木(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）荒牧(卓　　友） 石井(金沢チェリー）大山（Ｔ．Ｔクラブ）

6-1 石川(三菜会） 佐藤（綱島クラブ） 冬木（卓　　友） 佐藤(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 0

7-1 山本（ＪＦＥ） 栗田（ひさぎクラブ）小寺(三菜会） 小野（ポピー） 1
0

0

1-2 松野（ほおずき） 小針(中クラブ） 宮川(個　　人）

8-2 横尾(川崎ﾚﾃﾞｨｰｽ）高橋(卓　　友） 菅野(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ） 古川（モンブラン） 0

2-1 科野（ＮＥＸＴ） 永井(卓　　友） 亀山（Ｔ．Ｔクラブ）

１位 ：鈴木　厚子(川崎レディース

２位 ：科野　朋子（ＮＥＸＴ）

３位 ：横尾　正代(川崎レディース）

３位 ：荒牧　キヨミ(卓　友）



⑩：女子６５才以上　１位トーナメント １８～２０コート

1 小玉（ひさぎクラブ）浜多（ＫＡＮＡ） 桜井（みねクラブ） 本田（リスモ）

9 小島(朝比奈クラブ 船崎(茶の実） 塚田（ストリーム） 竹内（あすか）

8 増田（チーム友遊） 影山（シンフォニー 青山(末吉クラブ） 鳥原(竹山クラブ） 0
0

5 堺田（ぽぷり） 吉田（みねクラブ） 佐沢(川レ・Ｆｒａｉｄａｙ） 坂上（たつのおとしご）

12 豊田(南クラブ） 吉岡(花水木） 阿部(二俣川ｸﾗﾌﾞ） 沼田(磯子クラブ） 0
1

4 阿部(洋光台ｸﾗﾌ山口(卓　　友） 小島(末吉クラブ） 伊藤（Ｔ．Ｔクラブ） 1

3 大久保（　蛍　） 船木（ＮＥＸＴ） 山本（あすなろ） 横山(六つ卓ｸﾗﾌﾞ）
2

11 江戸（ほおずき） 石川(星和クラブ） 橘高（ハッピー） 本多（あすか）

6 横山（シンフォニー 町田（みねクラブ） 井上(卓　　友） 高橋(港南クラブ） 0

7 天野（アルメリア） 松元（ほおずき） 上村（ドリーム） 武田（ＫＡＮＡ）
2

1

10 堀尾（ひさぎクラブ）内藤（卓　　友） 村本（リマソン） 松村（ポピー） 0
1

2 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ雑賀(篠原クラブ） 土屋(卓　　友） 加登(港南クラブ）

１位：小玉　悦子（ひさぎクラブ）

２位：石川　陽子(星和クラブ）

３位：堺田　温子（ぽぷり）

３位：大槻　一世(保土ヶ谷クラブ）



⑩：女子６５才以上　２位トーナメント（３ゲームマッチ） ２１コート

1 小玉（ひさぎクラブ）浜多（ＫＡＮＡ） 桜井（みねクラブ） 本田（リスモ） 0

9 小島(朝比奈クラブ 船崎(茶の実） 塚田（ストリーム） 竹内（あすか）

8 増田（チーム友遊） 影山（シンフォニー 青山(末吉クラブ） 鳥原(竹山クラブ） 1

5 堺田（ぽぷり） 吉田（みねクラブ） 佐沢(川レ・Ｆｒａｉｄａｙ） 坂上（たつのおとしご） 0

12 豊田(南クラブ） 吉岡(花水木） 阿部(二俣川ｸﾗﾌﾞ） 沼田(磯子クラブ）
1

4 阿部(洋光台ｸﾗﾌ横山(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 小島(末吉クラブ） 伊藤（Ｔ．Ｔクラブ） 0

3 大久保（　蛍　） 船木（ＮＥＸＴ） 山本（あすなろ） 横山(六つ卓ｸﾗﾌﾞ）

11 江戸（ほおずき） 石川(星和クラブ） 橘高（ハッピー） 本多（あすか）
0

6 横山（シンフォニー 町田（みねクラブ） 井上(卓　　友） 高橋(港南クラブ） 0
0

7 天野（アルメリア） 松元（ほおずき） 上村（ドリーム） 武田（ＫＡＮＡ）
1

0

10 堀尾（ひさぎクラブ）内藤（卓　　友） 村本（リマソン） 松村（ポピー） 0

2 大槻(保土ヶ谷ｸﾗﾌﾞ雑賀(篠原クラブ） 土屋(卓　　友） 加登(港南クラブ）

１位：船崎　有子(茶の実）

２位：土屋　かずみ(卓　友）
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