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赤は変更など

西　村 津　田 千　田 真　坂
高　久 石　原 田　代 小　林
ＵＳＴ 卓精会 川口工業高校 ＮＴＴＣ

中　島 加　藤 佐々木 北　原
江　原 松　郷 津布久 日下部
ＹＹＴ スマイル キラーチューン ＷＩＮＳ

木　戸 松　永 キ　田　中 濱　田
小　林 佐々木 キ　荒　井 藤　井
ＹＹＴ ＴＥＡＭ　ＤＡＸ 美しが丘クラブ ボルケーノさくら

有　賀 鈴　木 佐　渡 田　代
早　川 小　林 西　田 高　野
ＴＴＣ浦和 ＴＥＡＭ　ＤＡＸ ＯＮＥ　ＴＥＡＭ ＴＥＡＭ　Ｈ

松　沢 新　井 河　原 石　渡
石　川 鹿糠沢 川　野 篠　塚
ＹＹＴ ＳＫＴＣ エイリア学園ＯＢ Ｔ-PORT卓球スタジオ

野　島 鈴　木 柏　倉 海老名
室　越 荻　村 小　田 友　成
Ｄｒｅａｍｓ ダンバイン 沼駆け キラーチューン

岡　田 朝比奈 徳　永 栗　原
鈴　木 佐　藤 小　野 中　山
ポップコーン ＴＥＡＭ　ＤＡＸ 栄クラブ ＪＴＴＣ

山　越 海　野 中　村 渡　部
平　賀 須　郷 高　田 高　橋

ＴＲＯＵＢＬＥＳＯＭＥ スピンズ ピンクボール 一球クラブ 加藤・松郷
菊　池 佐　藤 大　平 天　野
石　野 霜　山 山　口 橋　口
ＵＳＴ ボルケーノさくら ＳＫＴＣ Ｄｒｅａｍｓ

橋　詰 岡　田 森　澤 劉
湯　本 高　橋 石　村 水　野
クローバー コスモス ＴＥＡＭ　Ｈ キラーチューン

粟　津 大　橋 村　山 伊　藤
直　井 能　島 鞠 菱　沼
卓精会 ＴＥＡＭ　ＤＡＸ ＷＩＮＳ ＹＹＴ

荒　木 伊　藤 高　橋 橋　本
神　谷 津　田 坂　口 高　島
キーニョス コスモス・個人 ＯＮＥ　ＴＥＡＭ Ｔ-PORT卓球スタジオ

香　取 吉　田 新　里 小　路
内　田 石　川 山　川 玉　川
ＵＳＴ ダンバイン ボルケーノさくら 一球クラブ

松　岡松　岡松　岡松　岡 高　橋 中　根 神
浅　井 木　下 保　坂 尾　崎

ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ ＴＥＡＭ　ＤＡＸ 沼駆け ＪＴＴＣ

川　口 横　里 丹　野 大久保
穴　原 安 花野井 雅楽川
卓精会 ＴＴＣ浦和 マイスター 上青木南

佐　藤 亀　井 小野寺 横　山
堀　内 高　保 平　山 坂　爪
fun-t Ｔ-PORT卓球スタジオ 長男’Ｓ 川口工業高校

２　コート２　コート２　コート２　コート

3333

一般男子一般男子一般男子一般男子

AAAA
ブロックブロックブロックブロック 3333 1111 4444 2222

BBBB
ブロックブロックブロックブロック 2222 1111 4444

１　コート１　コート１　コート１　コート

3333

CCCC
ブロックブロックブロックブロック 3333 2222 1111

DDDD
ブロックブロックブロックブロック 1111 4444 2222

４　コート４　コート４　コート４　コート

3333

ＥＥＥＥ
ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 4444 2222

ＦＦＦＦ
ブロックブロックブロックブロック 4444 1111 2222

３　コート３　コート３　コート３　コート

3333

ＧＧＧＧ
ブロックブロックブロックブロック 3333 1111 2222 4444

ＨＨＨＨ
ブロックブロックブロックブロック 1111 4444 2222

６　コート６　コート６　コート６　コート

4444

ＩＩＩＩ
ブロックブロックブロックブロック 2222 1111 4444 3333

ＪＪＪＪ
ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 2222

５　コート５　コート５　コート５　コート

1111

ＫＫＫＫ
ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 4444 2222

ＬＬＬＬ
ブロックブロックブロックブロック 3333 4444 2222

８　コート８　コート８　コート８　コート

4444

ＭＭＭＭ
ブロックブロックブロックブロック 3333 1111 2222 4444

ＮＮＮＮ
ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 2222

７　コート７　コート７　コート７　コート

4444

ＯＯＯＯ
ブロックブロックブロックブロック 1111 4444 2222 3333

ＰＰＰＰ
ブロックブロックブロックブロック 2222 1111 3333
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木　村 矢　作 森　田
丸　山 新　井 関
町友会 親球会 マイスター

柳 関 高　橋 小　笹
長谷川 斎　藤 熊　倉 新　沢
青葉クラブ 芝園セブン 仲本クラブ すみれ 矢作・新井
高　橋 天　沼 原　子 土　谷
折　尾 計　良 蓑　田 町　田
青葉クラブ 仲本クラブ 森卓クラブ ＥＴＴ

長　田 中　川 青　山
小　山 笠　原 北　川
親球会 青葉クラブ 仲本クラブ・九十九

木　内 北　上 粕　谷
沼　口 菅　原 宮　城

チームＴＡＩＳＨＯ 青葉クラブ 上尾大石 木内・沼口
岩　下 宮　森 松　下 谷　口
菅　野 野　口 田　村 斎　藤

柏クラブ・日立本社 上尾大石 青葉ク・マイスター 青葉クラブ

倉　本 池　本 西　城 橋　本
山　本 佐　藤 高　山 森　杉

球友ク・だんごうお ＢＲＡＶＥ ユカイ卓球 ｍａｃａｒｏｎ・クレッセント

北　口 西　村 清　水 藤　井
小　堀 並　木 鍛冶古 高　橋
親球会 クラブＲＵＮＡ ＹＹＴ スマイル・ｌｉｎｏ

堀　越 岡　本 佐　藤 平　山
小　原 成　冨 村　上 石　川
三峰 ＢＲＡＶＥ ＣＨＯＰＰＥＲ おおとり

河　村 香　取 関　谷 長　友
佐　藤 内ケ崎 梶　谷 八　巻 山口・古谷

キラーチューン ＴＴＣ浦和 sfida ポピークラブ

佐　藤 吉　越 小　川 呉
馬 高　橋 小　川 吉　澤
親球会 川口さざんか ＹＹＴ Ｔ-PORT卓球スタジオ

浅　井 山　口 勝　田 キ　山　田
柳　沼 田　中 三　宅 キ　加　藤

ＴＥＡＭ　ＺＥＲＯ 東浦和卓球セ・ローリガン ＮＴＣ とんぼ

関 山　口 岩　崎 和　田
木　村 古　谷 山　本 今　城
親球会 ＢＲＡＶＥ ひかり ドリカム

福　田 宮　代 小　林 篠　塚
塚　原 矢　内 菅　原 篠　塚
ＳＯＲＡ ＴＴＣ浦和 ＹＹＴ Ｔ-PORT卓球スタジオ

９　コート９　コート９　コート９　コート

男子６０代男子６０代男子６０代男子６０代

AAAA
ブロックブロックブロックブロック 3333 1111

BBBB
ブロックブロックブロックブロック 2222 4444 3333 1111

2222

１１　コート１１　コート１１　コート１１　コート

CCCC
ブロックブロックブロックブロック 1111 2222 3333 4444

DDDD
ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 2222

１０　コート１０　コート１０　コート１０　コート

1111 3333 4444

AAAA
ブロックブロックブロックブロック 1111 2222 3333

1111 2222 4444

A
ブロック 2222 1111 3333 4444

3333 1111 2222

C
ブロック 1111 2222 3333 4444

3333 2222

Ｅ
ブロック 1111 3333 4444 2222

2222 4444 3333

Ｇ
ブロック 2222 1111 4444 3333

男子７０代男子７０代男子７０代男子７０代

一般女子一般女子一般女子一般女子

Ｈ
ブロック 1111

Ｆ
ブロック 1111

Ｄ
ブロック 4444

B
ブロック 3333

BBBB
ブロックブロックブロックブロック

１５　コート

１４　コート

１３　コート

１２　コート

2222
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出　口 荒　牧 田　中 佐　藤 下仮屋
金　子 石　橋 吉　瀬 浅　野 深　井
フォルテシモ にんじん 球友クラブ ステラ なかよし

須　藤 宇田川 東 尾　崎 庵　前 寺尾・堀中
面　川 辻　川 柳　沢 中　村 田　中
川口チーム ＳＯＲＡ 青葉ク・ローリガン ラビット 水曜クラブ

寺　尾 吉　川 岸　本 大　成 高　橋
堀　中 長谷川 井　上 比　名 加　藤
冠雲ク・ココア 浦和婦人クラブ 卓あい会 メリークラブ 球友クラブ

宮　内 畠　山 鈴　木 田　島
関　根 守　谷 水　野 松　島
彩玉クラブ さざんか 川口チーム 川口チーム 宮内・関根
長　澤 陬　波 斎　藤 福　地
鯨　岡 金　刺 原 福　元
光クラブ チーム華 浦和婦人クラブ 川口チーム

６０代女子６０代女子６０代女子６０代女子

１６　コート１６　コート１６　コート１６　コート
AAAA

ブロックブロックブロックブロック 2222 1111

55554444

5555

１７　コート１７　コート１７　コート１７　コート
BBBB

ブロックブロックブロックブロック 2222 1111 3333 5555

3333

4444

4444

１８　コート１８　コート１８　コート１８　コート
CCCC

ブロックブロックブロックブロック 1111 2222 3333

4444 3333

１９　コート１９　コート１９　コート１９　コート
AAAA

ブロックブロックブロックブロック 1111 3333 2222 4444

７０代女子７０代女子７０代女子７０代女子

２０　コート２０　コート２０　コート２０　コート
BBBB

ブロックブロックブロックブロック 1111 2222


