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上尾市卓球連盟第351回大会
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期　　日　平成29年4月9日

場　上尾市民体育館

上尾市卓球連盟
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予選(女子1部). 
ブロック �5(�ｸ6r�① ���③ 

A ��r�一因木 偖�撮�写上野 
あじさい �5H�ｸ4�8ｸ截�上尾レディース 

B 剄r井 緬8y62�3)犬竹 
あじさい 侏H�9�ﾈｸR�SONA 

C ����福田 兩B�三通旦ー_ 
卓説クラブ �*�+h+8*"�上尾NTC 

D 剞V木 亶ｾ�b�永堀 
卓愛会 �*�+h+8*"�原市卓球 

予選(女子2部) 
ブロック �5(�ｸ6r�① ���t"�

A ����谷澤 僞iW�62�3璃 
卓親クラブ ��ﾈ芥橙�SONA 

B 剋蜍{下 崩ﾈ耳ﾈ)�"�小野寺 
上尾NTC ��ﾈ芥橙�サークル花 

C �#��井上 亊b�王威富 
卓愛会 �+x-ﾘ.｢�上尾レディース 

D � 伜)62�〟._今井 

み ��ﾉ�X4�8�7R�原市卓球 

予選(嘉子3部)注｡は1.2部予選終了後､空いてるチームは 

ブロック �5*(6r�① ���③ ��� 

A �#����ｘ���3小林 兌ﾙ62�加藤 忠�ｹ:�� 
卓愛会 俟x截�サークル花 侏H�9�ﾈｸR�

B 剔蛹F ��ｸ抦�"�沼津 �:�Fr�
紅花 ��ﾈ芥橙�サークル花 �4���

C �#"���r���咤�#���坪田 �9W亥"�一面木 �� 

上尾NTC 俟x截�上尾レディース 

D 刹g益 冏�8r�3)永井 ��
紅花 ��ﾈ芥橙�サークル花 

E 剞ﾎ黒 俘(ｻB�本 ��
上尾レディース ��9Od薀2�卓愛会 

千 剌H山 紅花 �2ﾙM�62�圭)中村 ��
サークル花 ��9Od薀2�

移動お願いします｡
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女子1部決勝トーナメント(17コート) 

A-1 �ｨﾋ駑��新井 ��上軽 ��
あじさい �5H�ｸ4�8ｸｦﾒ���9Oh8ﾈ6h4(�ｸ5�� ��

0-2 �*ﾘ+2�■漢同園臆漢 ��内山 上尾NTC � 偸(ｫ"�YC8ﾈ#�ﾓr�
クラブ �*�+h+8*"� � 

B-2 ��ｫ�ｩ~ﾘ沓�田 ��______圭的______ SONA 
あじさい 冑9Wｩ�ﾈｸR�〟 � 

D-1 ��im�ｨ耳爾��芥橙�循重病.. 刮i堀 原市卓球_ � 
あじさい 剪�

C-1 册9~ﾂ�88書斎華 ��888匹!一書 
卓親クラブ �.���+8*"���8壻薀2� 

D-2 ��im���ﾈ芥橙�宮澤 あじさい ��永掘 盾甫_皇球 ��

A-2 俘)m��井 ��上穀 
あじさい 豚4X8ｸ截���9Oh8ﾈ6h4(�ｸ5�� 

B-1 俎(撮�星田 �"�犬竹 'あじさい 侏H�9�ﾈｸR��4��� 

女子1部順位トーナメント(29コート) 

!女子1部蒜三景器二二千一°挿｢ 

A-3 俘)m��新井 ��一一一正野 ���ｫ�����
あじさい �5H�ｸ4�8ｸ截���9Oh8ﾈ6h4(�ｸ5��

D-3 ��im��冨` 刮i堀 
卓愛会 �*�+h+8*"�侏H�9�ﾈｸR� � 

C-3 兀�62�長峰一一一一一一一一一 ��一一一内山 剪�
卓親クラフ �*�+h+8*"���9Od薀2� ��

B-3 ��iE�i'X爾�田 ��犬竹 � 

あじさい 侏H�9�ﾈｸR� �4��� 

女子2部決勝トーナメント(18コート) 

A-1 蜜､��b�福田 ���8��竸鞴b��8+X���ＳｵN�2�J9Tﾙ�ﾒ�
圭謀りラブ ��ﾈ芥橙�SONA 

C-2 �H�2�関 ��ﾉW��
卓愛会 �+x-ﾘ.｢�上尾レディース 

B-2 侏陋｢�柴崎 傅ﾉnﾈ魎�
上屋NTC ��ﾈ芥橙�サークル蒋 

D-1 ��R�し山田 俑�撮�
すみれ ��ﾈ蛮4�8�7R�原市卓球 

0-1 �H�2�誰細賀 ��ﾉW��
卓愛会 �+x-ﾘ.｢�上尾レディース 

D-2 ��Y8r�山田 俑�ﾅﾒ�
すみれ ��ﾉ��4�8�7R�原市卓球_ 

A-2 �$ｮ�b�福田一一一一一一 ��霪x耳耳耳爾�
卓親クラブ �.X芥橙�SONA 

B-1 �����ｨ尓�����9Od薀2�此崎 傅ﾂ�認寺 
卓愛会 �5H�ｸ4�8ｹNｲ�

女子2部順位トーナメント(30コート) 

B-1 �ｨ耳耳唏ｩfｶ蔦Rﾒﾘ�爾ﾒﾖ粘Rﾘ/�耳�ﾘ吏Nｸﾔ��剌ﾈ三十~ 
1○ 女子2部順位ト-ナメント(30コ-ト) 

A-3 �$ｩ,2�吉田 ���8��健際 'iRT:ち 8 
卓説クラブ ��ﾈ芥橙�_CでーNA 

D-3 �� �"�
親クラ ��

〇一3 �ｨ耳皐�2�関 ��ﾉW��
貞密会 �+x-ﾘ.｢�上尾レディース_ 

B-3 ����ｸ屬�柴 傅ﾉwx魎�
上尾NTc ��ﾈ芥橙�サークル花 



女子3部決勝トーナメント( 1 9コート) 17,18コート試合終了しだい利用お願いします｡
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女子3部順位トーナメント(31 ,32コート)

A-3 ��平田 劍��:��須藤 ��
卓愛会 俟x截�刄Tークル詑 侏H�9�ﾈｸR�菓88 

B-4 ��Xﾄb�小山 劍�(�"��ﾈ�ﾂ�藤波 ����
紅花 ��ﾈ芥橙�� 簸���

E-3 ��鞁R�l冒賞 � 伜)gｲ� 剪� 
上馬レディース 椿��ﾂ�剔�､会 � ��

D-3 ��ｶx傭�牧島 劍7B� � 
卓憂套 剪ﾘ�h�ｸ�h耳�ｨ�ﾇD��h�ｨ�ｨ�ｨ�ﾈ�ﾂ���

〟"- � 

0-3 �-�62� ��凭冦�� 劔 
上尾NTC ��剌續�激fィース � 

千-3 做亥"�飯田 劔(i�｢� � 
紅花 ��剌續�TC � 

-- 劔��

A-4 傅ﾉ}��平田 劍��須藤 剪�~ー誼龍一 剪�瞭青草轟 ��
雪毒 劔 � 

B-3 ��Xﾄb�小山 劍���b�ヽ I � 
紅花 ��ﾈ芥橙�刄Tークル �� 
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