
第3回 亀岡オープン卓球大会(年代別シングルス) 女子114名

女子シングル 問い合わせ先：亀岡市卓球協会 事務局長 段本(TEL:090-2283-4493)

氏名 クラブ名 氏名 クラブ名 氏名 学校名

1 木下順子 ほのぼの 初鹿野　幾久代 えだまめ 加茂　美咲 ジュニオール

2 寺尾敦子 ほのぼの 清水　美千代 えだまめ 道下　環奈 ジュニオール

3 髙山　弘美 西台クラブ 久世　香恵 えだまめ 石田　有唯里 ジュニオール

4 尾野　安恵 マロン 安川　乃里子 ほのぼの 杉森　秋子 ジュニオール

5 橋本　淳子 マロン 片山　喜美子 ほのぼの 永田　のどか SEIWA CLUB

6 佐藤　春佳 SEIWA CLUB 久保　多恵子 今西ファミリー 西野　百音 SEIWA CLUB

7 中山　彩圭 卓球つつじ 山内　菊代 マロン 西野　愛絃 SEIWA CLUB

8 小南　佳乃琶 京都聖カタリナ高校 梅津　恭子 西山 同好会 大城　未玖 SEIWA CLUB

9 小南　知琶乃 京都聖カタリナ高校 前田　啓子 西山 同好会 中家　紅峰 OGURA・TRK

10 関口　恵子 亀陵クラブ 荻田　好子 気楽 谷津 百菜 壱球倶楽部

11 脇田　かれん 亀陵クラブ 池田　チヨ子 気楽 梅垣　美月 大成中学校

12 桂　美沙紀 亀陵クラブ 永田　尚生 オール亀岡 曽我　くるみ 大成中学校

13 岡　敏江 朱雀セブン 瀬本　千賀子 オール亀岡 八木　優羽 大成中学校

14 丸山　裕子 朱雀セブン 猪越　正枝 オール亀岡 長谷川　るか 大成中学校

15 二木　郁代 朱雀セブン 尾嶋　朋子 豊岡卓球サークル 中川　美優 NEX'TAGE

16 高橋　和子 朱雀セブン 菱沼　春美 豊岡卓球サークル 谷津  心菜 BIG BEAR

17 岩田　厚子 スペシャルウィーク 小杉山　登代美 西台クラブ 谷原　結莉乃 猪名川Jr

18 中家　七峰 OGURA・TRK 石田　桃子 SEIWA CLUB 伊藤　怜愛 ITS Jr

19 加川　碧乃 OGURA・TRK 松本　幸枝 亀岡リバティー 岩見　咲幸 乙訓女子クラブ

20 佐藤　聡子 亀岡卓研 村上　ちゑ子 亀岡リバティー 堀北　菜月 乙訓女子クラブ

21 蘆田　亜津子 篠山ウエンズディー 長澤　京子 亀岡リバティー 松村　沙羅 乙訓女子クラブ

22 坂本　恭子 篠山ウエンズディー 林　弥須子 亀陵クラブ 黒島　羽奈乃 乙訓女子クラブ

23 藤原　文子 篠山ウエンズディー 秋田　洋子 富本クラブ 新免　歩珠 田阪TTC

24 吉池　玲那 東宇治中学校 植田　妙子 亀岡卓研 大原　里 田阪TTC

25 渡邉  優美 BIG BEAR 森岡　明美 亀岡卓研 福吉　葉菜 勧修オールスターズ

26 渡邉  麻由美 BIG BEAR 俣野　春美 亀岡卓研 佐藤　佳音 勧修オールスターズ

27 大浦  美也子 BIG BEAR 古川　美千子 富本クラブ

28 谷村　香澄 東稜クラブ 飯島　博子 薭田野クラブ

29 長谷出　笑里 東稜クラブ 山内　利子 篠山ウエンズディー

30 畑山　史佳 亀岡高校 福岡　淳子 篠山ウエンズディー

31 村上　乙葉 亀岡高校 森　真澄 篠山ウエンズディー

32 原田　莉緒 亀岡高校 森山　美恵子 個人(森山)

33 入江　琥珀 亀岡高校 河戸　しおり 平野クラブ

34 斎藤　結 亀岡高校 谷野　修子 天王山T.T.F

35 人見　真由 亀岡高校 永冶　眞弓 SEIWA CLUB

36 堀　絢羽 亀岡高校 大橋　作恵 グリーンネット

37 西尾　みどり グリーンネット

38 東　胡斗音 田阪TTC

39 大原　千恵子 confy aryna

40 上堀　華凜 同志社高等学校

41 谷口　真央 同志社高等学校

42 川瀬　芽衣 同志社高等学校

43 沖塩　陽菜 同志社高等学校

44 久保　田絢 同志社高等学校

45 高畠　佳音 同志社高等学校

46 加藤　美結 同志社高等学校

47 藤井　柚羽 同志社高等学校

48 鎌田　舞美 同志社高等学校

49 谷　愛莉 同志社高等学校

50 中森　志保 天王山T.T.F

51 鵜飼　佑衣 天王山卓球場

52 大西　花恩 天王山卓球場

53

一般 ６０歳以上 中学生以下


