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①

② 水 野 妙 子

③ 安 藤 佳 代 子

④ 審 判 長 松 田 希 代 子

⑤ 成 田 ・ 相 原 組

（モンキーズ・ままかりク）

⑥

⑦

2 競 技 開 始

3 競 技 終 了

岡山県レディ－ス卓球連盟 理事長

大　会　次　第

開　会　式

役員選手整列

開 会 宣 言

開 会 の 辞

競技上の注意

選 手 宣 誓

準 備 体 操

解 散

岡山県レディ－ス卓球連盟 副会長



1 山中 山陽ク 三宅 玉野ベテ 永谷 旭操 小尻満 エンデバー 斉藤 ゼロ・ク

コート 松田 山陽ク 深川 玉野ベテ 黒坂 妹尾卓球 小尻一 エンデバー 西村 ゼロ・ク

2 西崎明 たんぽぽ 奥村 チーム・Ｆ 平山 ちゅうざん 菊井 チーム・Ｆ 廣瀬 楽楽ク

コート 西崎勝 教友会 太田 チーム・Ｆ 谷口 ちゅうざん 奥山 チーム・Ｆ 滝沢 楽楽ク

3 湯浅 ままかり 西村厚 ピン備前 池内 高島ク 渡辺敬 ゼロ・ク 相木 マスカット

コート 山崎 Ｐ愛Ｐ 西村満 ピン備前 古屋 高島ク 渡辺隆 ゼロ・ク 中原 マスカット

4 岡﨑 たんぽぽ 平田美 津山倶 徳山 卓愛会 板野 高島ク 秋岡 きしらーく

コート 山田 たんぽぽ 平田知 津山倶 八木 卓愛会 山田 高島ク 二瀬 きしらーく

5 京林 きしらーく 中島 竹の子 入矢 旭操 林 玉野田井 奥村 山陽卓親

コート 嶋村 きしらーく 山神 竹の子 信岡 親卓会 三道 玉野田井 加藤 山陽卓親

6 津守 玉野ベテ 則枝 P愛P 平松 ＧＯふれ 井上 Ｅ卓ク 西 マービーズ

コート 長田 玉野ベテ 三佐和 P愛P 伊東 操南ク 藤本 Ｅ卓ク 高谷 マービーズ

7 本吉 ピン備前 鈴木 倉卓 川崎 卓愛会 谷口 竹の子 滝沢桂 玉島ク

コート 北原 ピン備前 保木本 水島ク 三原 卓愛会 青山 竹の子 滝沢真 玉島ク

8 佐藤 岡山ベテ 長田 倉卓 冨山緑 ちゅうざん 岡野 マスカット 山﨑 芥子山

コート 道仙 岡山ベテ 谷本 妹尾卓球 冨山正 ちゅうざん 小野 マスカット 寺岡 芥子山

9 井賀木 たんぽぽ 川田 ちゅうざん 金高 竹の子 落水 Peach 二宮 Ｅ卓ク

コート 坪田 三友ク 真宮 ちゅうざん 尾納 倉卓 石野 Peach 藤原 Ｅ卓ク

10 高橋 水島ク 土井 P愛P 藤浪 ピン備前 大森美 山陽卓親 則武 ちゅうざん

コート 岡部 水島ク 青木 P愛P 近藤 ピン備前 大森満 山陽卓親 横山 ちゅうざん

11 小野 Ｄ.ドゥ 花房 卓愛会 竹本 P愛P 木村 竹の子 磯山 GOふれ

コート 水野 親卓会 藤元 卓愛会 藤原 P愛P 中嶋 竹の子 高橋 GOふれ

12 沖山 P愛P 辰巳 ゼロ・ク 景山 横井卓球 川田た Ｄ.ドゥ 的場 岡山ベテ

コート 古屋 P愛P 二階堂 ゼロ・ク 桐山 横井卓球 川田英 Ｄ.ドゥ 野口 岡山ベテ
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13 芦谷 津山倶 清水 Ｄ.ドゥ 西岡 マービーズ 浮田 ラッキーズ 相賀 Ｅ卓ク

コート 樋口 湯原TTC 渡辺 Ｄ.ドゥ 小林 楽楽ク 中山 芥子山 笹部 ときわジュピ

14 小枝 岡山ベテ 高橋 横井卓球 目良 たんぽぽ 原田 サンフラワー 田口 Ｅ卓ク

コート 村上 岡山ベテ 片山 横井卓球 山本 三友ク 清原 サンフラワー 山室 やつなみ

15 田中 岡山ベテ 坂本 PEACE 三浦 津山倶 石井 中庄ク 脇山 Ｅ卓ク

コート 滝本 岡山ベテ 大西 PEACE 大浴 津山倶 岡田 中庄ク 小林 Ｅ卓ク

16 出射 卓愛会 森 ままかり 小藤 Peach 出射 ラッキーズ 髙木 山陽卓親

コート 矢作 三友ク 新開 ＳＳ 松本 エンデバー 月橋 ちゅうざん 富島 山陽卓親

17 遠藤 モンキーズ 三宅 エンデバー 福島 チーム・Ｆ 小松原 竹の子 佐藤 ちゅうざん

コート 清水 津山倶 佐藤 エンデバー 山脇 チーム・Ｆ 神宝 ピン備前 井上 ちゅうざん

18 山谷知 ピン備前 西倉 倉敷庄 成田 モンキーズ 大館 Ｅ卓ク 織田 楽楽ク

コート 山谷信 ピン備前 野山 倉敷庄 相原 ままかり 井上 Ｅ卓ク 岡本 卓星会

 試合順　　　　※（）は審判

　【 ４チーム 】⇒　1-4(3)  2-3(4)  1-3(2)  4-2(1)  1-2(3)  3-4(2)

　【 ５チーム 】⇒　2-5(1)  3-4(2)  1-5(3)  2-3(4)  1-4(5)  5-3(1)  1-3(2)  4-2(5)  1-2(4)  4-5(3)
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