
2017年度東京卓球リーグ後期　組み合わせ、
＜男子＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12月24日（日）　荒川総合スポーツセンター　コート
1 部 ��� �6x6(7h5�7895H�I)ｨ�D8����｢� �5�7ﾘ488ｴ"� �*�+8*�,��ﾙ��� 髭42� 傴ﾉ984�8�7T��1，2 

B ��Kuni卓A 刄XマイルA ��カプリスA ��トップスピンT．T．C（B） ��orang◎（A） �8�3B�

12月24 劔劔�?ｨ��?ｨ�ｨ��ﾗ)�ﾉ�ﾘﾘx5�7ﾈ�ｸ685ｨ985��ｸ��5(�ｸ6r�

2 部 ��� 菱�ﾅt�dX�9>ﾄ�� 疋��tT�(����｢� 疋�茣� 彦��ﾘ5�4�8ｨ6864�� ��Y-��r�5，6 B ��一番搾りA ��チームDREAM（A） ��ArS（A） ��T．T，Boys（A） ��宇宙卓球A 度�3��

C D ��TRF（A） ��ナミーズA ��トップスピンT．T．C（C） ��定征くらぶ。 ��カプリスB 祷�3���

Kuni卓B ��アカシアA ��米富士A ��チームDREAM（B） ��Al’S（B■） ����3���

12月24日（日）　荒川稔合スポーツセンター　コート 

3 ��� 髭$h��(�｢� �ﾉ�ﾈ4�8�7T�� �.ｸ+X*�/�-H.��ﾂ� �')�ﾈ�y�ﾈｸX5H�ｸ4�8ｴ�� �4�986�8�985��13．14 

B ��ウイニングクラブA ��鶴間公園クラブA ��Mtクラブ ��P－CONNECT ��一番搾りB ��X�3�b�

C ��Over　Drive ��舞考倶楽部A ��吉大会 ��天衣無縫A ��若木クラブA ��x�3���

D ��NAスポーツクラブ 傳EANS 價UST（A） ��クラブ愛A ��神馬クラブ ����3#��

部 燃� 付汎H��dﾄ�U(��(�｢� �-�Hﾏh��4�8�7YJ�� �6�888ﾈ985x88�ｴ�� 沸Fｶ���僮(�｢� ��21 

F ��toam－Riku ��翔鴎会A ��大田ドリームB 僥elico（B） � �#"�

G ��☆りゆつぴ☆ ��Fr08dom ��JUMP（A） ��善い巨星A �� �#2�

H ��WALLABYS（A） ��ジラフイーズA 僭．C．S ��千葉THINk �� 僞cB�

12月16日（土）　　　中野体育館　　　　コート 

4 部 ��� �7h8ｨ5�987X8ﾈ484�� �6x5(6�8ｴ�� �78987ﾈ99Lx�ｲ� 仞(慟�� 疋��8��(�｢�1，2 

B ��フェニックスA 剔a而 ��BOOKERS（A） ��TochMatrix ��七草会B �8�3B�

C ��FiHco（A） ��TOMAS（A） ��ノースウエストA ��ベビーリーフA ��Toam　ケアリツツB． 店�3b�

D 刮ﾁ賀倶楽部A ランチパスタAr ��キノコ☆オールスターズ ��宇宙卓森岳 ��PARADAISE！！ ��つくばスピナーズA 度�3��3��

E F ����むさしくらぷ ��チ二五山鳥・渋谷B 刄gップスピンT．丁．C（D） 剴V衣無縫C 

荻体クラブD ��スニッカーズ 冰PS（B） ��TRF（C） ��UMK ����C���

G ��Night■Str；kers（B） ��Bo　Fr00 ��本町クラブA ��Fdico（C） 儺08m－7 ��(�3�2�

H 刄堰e示しダン JUsT（B） ��エンドレス ��荻体ク享ラC ��ベビーリーフB ��米富士C ��H�3�R�

l 剪�SWING ��0這ngo（B） 剋O杉クラブA ��絆 ��h�3�x�3���

J ��NP　CLUB ��くらぶボコポコA 刮ｬ体クラブB ��チーム51 ��Rowor 

K ��F．C．C 剩ｪ坂卓研 ��クラブ愛B ��SENATAKU ��朝日クラブ ����3#��

L M 凾ｱづち 舞肇倶楽部D ��Night　Strikers（A） ��町田ぴぃぼるB ��メープルA ��天衣無縫B �#��3#"�

善い巨星古 ��KARAKrTA ��チーム狂A ��COSMIC �#8�3#B�

N 刄gコテルB ��泡右‾r ��モンジヤラス ��チームDREAM（C） 刄`ーム山鳥・＿渋容A �#X�3#h�3#r�

0 �88＃（A） 刄Aウトロー 剳ﾄ富士B ��加賀倶楽部B ��FREEDOM　WLD 

1月20日（土）　墨田区総合体育館メイン　　コート 

5 部 ���"� 價h9i$ｩ�ﾈｸX4�8�7R� �4�7�984�8�7T�� 彦V�ﾘ*�.�/�+�� 菱�ﾅt�dX�9>ﾄB� 櫨Tﾕ���(�｢�1，2，3 

神宮前T．T．C（太） WALLABYS（B） 剴結档sンズB ��Kuni卓SC（B） ��舞等倶楽部B ��STTC 

3 4 5 6 7 8 9 19 11 12 13 14 15 16 17 ����アスターズA ��神宮前T．fc（B） ��若木クラブD ��三杉クラブ占 ��ﾃH�3X�Cb�

88＃（B） ��つくばスピナーズB ��M．E．C 刄AカシアB ��クラブ愛C 

渋谷卓球クラブプ「 M．T．T 剋癘ﾘクラブB ��uPS（A） ��荻体クラブE 刄OリーンメイツB 度�3��3��

ベビーリーフC ��ゴールドアイ ��町田i丸く‾ぼるC ��上鷺宮クラブ 

チャレンジャーB ��東医歯大 ��七草会C ��テミンクラブB ��ごえもん㌃【‾■ ����s���3�"�

楓クラブB テ砺巨東南B ��たま＠ネット 剋癘ﾘクラブC ��東京ベテラン会 ��グリーンメイツA 

AI’S（C） ��荻体クラブF ��KTTC（A） ��ごえもんB ��2�

T－WAVE準垂⊆ W．D．0．B ��やわらぎ ��フォルテシモ ��米富士D ��水神クララ云 ��H�C�X�3�b�

BOOKERS（B） ��KTTC（B） ��ランチパスタC 刄宴Pッツ 

Rod　Manat08 ��町田ぴぃぼるA 刄pリクラブB ��T．T．Boys（B） ��本町クラブB ���x�C���3���

Domino ��Zdkova（A） ��ANZUCLUB♂ ��たJni卓SC（C） ��燦倶楽部 

卓有会・三鹿 大田ドリームC Al’S（D） ノースウエストB EanZa ��銀河B ��シェイクス ��宇宙卓球C 剞�_クラブB �#��ｨ�3#��3#"�
一番搾り己 チームDREAM（D） ��Dragon　Night（B） ��ドルフィンA ��卓親会A 

翔鴎会B 剽荢n翼A ��千代田スターズB �#8�3#H�3#R�

UPS（C） 儺－WAVE湘南E ��アスターズB 剴結档sンズC・ 

18 1．翠 20 21 ����鶴間公園クラブC ��践衰套‾ ��銀河C ��トコテルC �#h�3#x�3#��

フェニックスB 刄宴塔`パスタB ��卓親会B 刄mーサイド ��ドルフィンC 

大田ドリームA NTワールド ToamケアリツツC GLクラブA ��Toam＠隼－ ��東京ピンズA ��米富士E ��千代田スターズA �#��33��33��

パリクラブA ��杉並ハングリーズ ��ジラフイーズ岳 ��のぞみ 

22 23 24 25 26 27 ����えーちゃんズ ��くらぶボコボコB 剌ｼ涛クラブB ��フリーダムクラブA �3(�338�33B�

シグナル 刄宴香[ドライン ��古典部 ��フリーダムクラブB 

芝浦 NtHS卓球クラブ ��七草会D ��TOPGEAR（C） ��メープルC � �5H7S�2�

渋谷卓球クラブB ��椎名町クラブ ��kこ六■i卓岳C（A） �� �5H7S�B�

TOPGEAR（B） 七草会A ��チーム狂B ��楓クラブA‘ 凾｠いあんくろお一 �� �5H7S��(���

TLC ��米富士F ��GLクラブB　－ � �5H7S�b�



＜女子＞ 12月24日（日） 荒川総合スポーツセンター　コート
スマイルA 飛鳥クラブA シャンテイA 若木クラブA

CIELO（A）

12月9日　土）　　田区　合　　　サブ　　コート 

2 ��� �6�7��ｸ5�� ��ﾉ�ﾂ� 兀���nﾈ4�8�7R� ��ﾈ�橙� 偃�m�4�8�7T"�1，2 B 刳･雲クラブA 刹梠�NラブA ��SKY翼 ��ASTY（A） 剩�ｹクラブB �8�3B�

部 �2� �4�8ｸ6�6x8ﾘ5��� �4X48984�5��� �488ｸ4､�� ��ﾈ�e2��48�ｸ4�8ｸ5���5，6 

D ��スマイルB 刳�W ��四集会A ��卓志A � 度���

1月20日（土）　墨田区投合体育館サブ　　コート 

3 ��� 儿ywT"� �6�8ｨ�ｸ8��7H8ﾈ986�8ｨ�ｲ� 仍饉h橈2� 錨U%�����｢� �6��(����"�1，2，3 

B ��八王子ポニーA �� はなぶさ 剞逞t好卓会A ��クラリスÅ 

C ��さくら・ ��ウ工ル ��彩輝A 儡T金町A ��アルバトロスB 滴ｨ綯�

D ��アクアマリンA ��グラントA ��丁．T．C ��アクア ��ぴゅあクラブ 

部 燃� ��Vﾈ扎ｪR� ��兔�{9%��播84�8�7R� ��ﾙh��ﾈｸX4�8�7T���ｩwｨ橙�7，8，9 

F ��ノーサイド ��NTC（A） ��メープルA ��練馬プレジャー ��夢花A 

G ��クレージュ ��足立セピア ��キヤトル ��板橋クラブ 僞ARTH（A） ����3���3�"�

H ��卓研パーートナーA 剏ャAツ卓球A 兀OUKI－HAMA ��さぎそう 剌ｼ涛クラブ 

11　25日　　　　　田区　合　　　　　　　コート 

4 ��� �5(5�8(4�8�7T�� �*�,8-ﾄ"� �+x+�+X.ｸ4�8�7T�� �4�8��ｸ5�� �,�/�+h/�4�8�7R�1，2 

寧 ��ニコ二コ 剩ｪ王子丸卓 ��紅クラブ ��メイトクラブ ��卓泉会A �8�3B�

C D 凾､すいクラブ 綺星 ��ストリーム 剿Aわ ��トマトA 南台丁・T・C（C＿） ��2011 店�3b�x�3��3��

羅 刄`エルソイB 刄塔�Rフ 劔ゆり 

l 燃��+�,h+�4�8�7T�� ���,ﾈ��4�8�7R� 凅烏�4�8�7T"� ��H���H4�8�7T�� 凛ｹ�h4�8�7R�

1 部 巴� �4�4�4�7ﾘ8ｨ94"� 儖(ﾗ9�D����i(inﾈ4�8�7R� �*�/�+�� 蛮�EH�EH�B�10．11 

G �88＃ ��かぐや姫 ��THAクラブA ��町田ぴぃぼるA ��ウェイブズ ��(�3�2�

H ��セ・ジ二アル 剽� ��ベビーリーフA ��V21C 刄CルカB ��H�3�R�

l ��千葉好卓会C． ��大塚クラブA ��北区コスモスA ��なでしこ ��プレザンA ��h�3�r�

J 凾ﾓえありい ��遊友 ��三杉クラブ ��新感泉A �� ����

12月9日（土）　墨田区軽合体育館サブ　　コート 

4 抜� �*�.ｨ*�.�*�� 覇$�GDU(����｢�5H984ﾈ6(6r� 弗披� 兀h4�8�7T�� �7�5ｨ8｢�8，9 
L ��松戸さざんか �� ポピンズ ��WIN ��若木クラブC ����3���

l 2 部 挽�儖)+�4�8�7T2� ��兔�5(5�8(5�����+R� 弗TﾄD��7�6ｨ7H4�8ｸ6X5h8"� 價ｨ唏��7ﾈ6ｨ�ｴ"� 儷8ﾘx4�8�7T��7�5�6X8ｲ�12，13 14，15 

ふ、じみつしくb一か ��きらり ����ス4－トピー ��

0 儡　パンジー ��WALLABYS ��本町クラブA ��球友クラブA ��カンパリソーダ ��h�3�r�

P ��卓永会 剪ｬ田サルビアA ��Kuni卓SCL（A） ��アリス �� ����

11　24 劔劔�?ｨ����������68ｾh��ﾘx������8���98����5(�ｸ6r�

5 部 ��� 疋��4�8�7T"� �7况ｨ橙� �-ﾘ+�*ｲ� �i(��ﾈｸR� �?ﾈｭH8ﾈ6h4(�ｸ5��1，2 

2 ��ドラゴンクラブ ��五月会 ��クラリスB ��ミックス大田A ��ChonY　BloSSOm �8�3H�3R�

3 ��千葉THINK ��京文会A ��キャラメル・BOX ��月曜会（江戸川） ��東村山クラブA 

4 5 ��EARTH（B） ��グラントB ティータイムA 刮ﾔ水木A 傳lue　Tempost ��JUST 塗�3r���3��

MAl �� オーロラ ��武蔵野卓友会 ��菊卓A 

6 ��クラブ愛A ��メープルB ��NTC（B） ��かるがも 剴�V ����3���

7 ��市川フレンズ ��BOOKERS ��イーグルスB ��ベルヴィ ��大田もみじ ��(�3�8�3�B�

8 ��楓クラブC ��ぽぶり 刄IアシスA ��アミカル ��雪詩慕夢 

9 ��アスターズA ��ひとめぼれ ��ラポール ��T．ぷろじえくとB ��まどかクラブA ��X�3�b�

10 ��あやめ会A 刄xビーリーフB ��AFK ��双友会 ��V21A ��x�3���

11 ��クリスタルく調布） ��ありま卓球 九十九A ��大田すずらん ��K・YUKl ��幸 ����3#��

12 ��BearS �� 松仙A ��卓泉会B 凾ﾜつぽっくり �#��3#(�C#2�

13 ��飛鳥クラブD 凾ｩりんA パスカル 剪ｲ布酉卓 ��新森A ��RUN 

14 ��トップスピン �� 武蔵野ファーストA ��パレット ��クリスタル（江戸川） �#H�3#R�



15 ��翔クラブA ��松仙B ��ぽっぷこ－ん ��クラブ愛B ��ドルフィンA �#h�3#r�

16 ��友球クラブ ��イルカD ��つきいちクラブ ��本町クラブB ��プレザンB �#��3#��33��

17 ��Jowel ��日吉卓球同好会 ��四集金日 ��和クラブ ��天衣無縫A 

18 ��卓研パートナーD ��京卓クラブB ��バジル大田A ��青卓会 ��ジョイナス �3��33"�

19 ��卓栄会 ��翌檜会 ��ぼてと ��武蔵野菜の花 ��ウイングスB �38�33B�

11月 劔剴#I?ｨ�仞��ｨ��f�68ｾi�ﾘﾘy�ﾈ支ｭ�5H7X����5(�ｸ6r�

20 ��QフレンズA ��シャンテイB ��府中木蓮 ��FRONTIER（B） ��なでしこ会A ���3(�32�

21 ��Sir山S（A） ��神宮前T．T．C ��京卓クラブC 剔ｽ摩わかばA ��イルカE 

22 ��YOUKI ��来梅クラブA 剔蜥ﾋクラブB 刄vレザンC ��Mammios（A） 滴�3R�

23 ��アップル ��ハ－モニ－ ��南台T■・T・C（A） ��麦の会A－ ��KTM 塗�3x�3��

24 ��カトリーナ 價クラブ ��ジャスパーA ��早稲田クラブA ��北区コスモスB 

25 ��北集会A ��西船レディース ��卓テイクス 剏資�� ��九十九B 祷�3���

26 ��Cat’＄ ��KEYAKI ��夢花B． ��M．T 儚ed　Manatoe ����C�(�3�2�

27 ��芙蓉A ��青葉クラブÅ ��道道 ��福生クラブ ��丁．T．友の会 

軍学 29 ��矢口ミックス ��アルバトロスC ��成瀬クラブB ��ピーターラビット ��昂 ��H�3�R�

卓水会 ��CIELO（B） ��あざみクラブA ��川崎いちご �� ��b�

12月12日（火）東京体育館メイン　　　　　コート

6 部 ���"�2�B�R�b�r� �4��� �5�6X6(7h7ｸ�ｸ6�� ���ﾈ4�8�7R� �4x�ｸ6h8ｸ8�485��� ��H���H4�8�7T"�1，2 

Wish ��新泉組 ��S．T．A ��THAクラブC ��サクラ草B �8�3B�

さつきA ��分享クラブ ��みどりA ��四谷クラブA ��武蔵野メレンゲ ��ﾈ������X�3b�

白亜くらぶA‘ ��葛西小町 ��あおなみ ��杉並コスモスB ��キャッツアイ 度ｨ纈�

FCミックス ��彩輝B ��目黒もくれんA ��四葉会C ��プラネット ����3���2�

練馬NTC（A） ��ハミング ��アドバンス 刄AップルパイA ��スイング ��(�3�2�

drd厄 ��荻体クラブB ��葵クラブB ��八王子たんばぽ ��つばさC ��H�3����CR�

8 9 10 11 12 13 14 ��卓研パートナーB ��多摩わかばB ��ちとせクラブB ��かもめ ��Color（C） ��h�3�x�C���

Y・TtC（A） ��レディース東京 ��サクラ草A ��風信子 ��加架クラブ ����3#��

京文会B あざみクラブD S柄us（B） アカシアし っ■b■b ��フジクラブA ��HaNaクラブ ��日吉TTC ��まめ卓 �#��S#(6r�

杉並卓愛 凾ｵいの実 ��カンパ二ユラ ��ASTY（B） �#8�3#B�

ゆう＆遊 ��上鷺宮クラブB ��HAS ��あいあんくろお～ �#X�s#b�

翔クラブB ��Color（B） 儺．ぷろじえくとC ��ぴぃどろ �#x�3#��

洗足クラブA ��すごろく ��ねこぽんち ��天衣無縫B �#��39D��H���

幡ヶ谷卓球クラブA 荻体クラブC ��千葉好卓会B・ ��QフレンズB ��杉並コスモスC ��町田ぴぃぼるB �3��33"�

16 17 ����大田なごみA ��MTC調布 ��イルカC ��あけび～ズ �38�33H�33R�

ライラックA F＆F（A） ��チャレンジャー 南台T■T・C（B） ��若葉クラブB フェリーチェ ��トマトB ��四集会D �3h�8��r�

18 19 ��劔儁．E．C 剴c　ル　アB �3��33��

武蔵野はなみずき 刄nローズ ��らいむ ��AOKクラブ 刄|レポレ 鼎��3C��

ST金町B ��青野クラブ ��S(�3C2�20 21 ��杉並上卓A ��山崎クラブ ��卓志B 

Patio ��さつきB 晶Jl悼友会A 刄Xパイス ��みどり友クラブ ルクリア ��つつみクラブ CIELO（C） 鼎H�3CX�3Cb�

22 23 24 ��れんげ畑 文勤クラブ ペネトラール ��剳髄｠野富士クラブ 剪�鼎x�H�3C��

百合クラブB ��本町クラブC ��柚子A ��北集会B 鼎��3S��

F＆F（B） ��いちごA ��北集会C ��テインクル 鉄��3S"�

12月12日（火）東京体育館　サブ　　　　コート 

25 26 27 28 写9 30 31 軍 33 34 ��冠妻クラブB ��レオ 若葉クラブA てまりB ��エスポワール 千代田卓友A ��ひめさゆり ��n唱Ori ���3"�

Cho　ors ��球友クラブB Kuni卓SCL（B） ������H�I�������X�Sh�3r�スヌーピーA（千葉） 干城クラブ 劔　　貫 パ－プルA 凵@PP．【 上鷺宮クラブA ��

さざんかクラブ 刄Wョイフル 早宮クラブ ＿ヽ◆ ��Y・T・C（B） ��早稲田クラブB ��NICE 嶋�3��

S．アドバンス 華 武蔵野ファーストB 剪�品川卓友会D 刄Cレブン 刄AミンクラブA ����3���

木曜クラブA 凾ﾂばさA 刄`ェルシイA ��(�3�2�

中野フレンズA かりんB ��どこチ ��永福卓球クラブ ��杏仁クラブ ��H�3�R�

府中ハーモニー 剪�ポプラ（品川） ��岳睦会 ��事ゆら ��h�3�r�

月曜会（中野） 凾ｲえもん ��RNE ��成瀬クラブA ��Mひまわり ����3���

果林クラブ ��大塚クラブC ��アプリコット ��武蔵野けやき � �#��3#��



1211日　　　　京 劔劔� �8�4898����������5(�ｸ6x�ｲ�

1 2 3 4 5 � �7�6(4�5��Y64"� 亳Y�ﾄ2� �+x+�.x/��� 仍��ﾉ�ﾈｸX4�8�7R� �*ﾉ68-(*�-ｨ.�2�1，2 3，4，5 6，7 

あづまA ��卓研パートナーE ��多摩わかばE ��青葉クラブD ��藍 

菊卓B ��かりんC ��多摩つばさ． ��あざみクラブB メープルC 儻ILD　FLOVVER 

V21白 刄AルバトロスD 劍a ��儉 

なのはな ��ジャスパーB ��さつきクラブ ��フルールC ��スカイブルー 嶋�3��

7 部 澱� �4�4�5h5�"� �ｹF騙4"��ｹF蒟D8��(�｢� �4ｨ6x8ﾈ4�"� �5(5�8(4���7T"� �*ﾘ����8ﾉ�R� 

7 ■8 9 10 11 ��卓愛会 劔FOR　EVER ��　フ いちごB 凵^ンり田B 武蔵野ファーストC ����3����(�3�2�

MAX ��フレンズ ��青葉クラブC ��ブレイクス 剌tの風 ��H�3�R�

紗蘭 ��オレンジペコ 練馬さくら ��ゆかり ��関町スバル ��アべリア（文▲ ��

モミの木 劔麦の会B ��九十九C ��　　泉） 中野フレンズB ��h�3�r����3���

志村一里塚TT ��R＆HHarp（A） ��すまいる　‾ ��Kitkat 土曜クラブ ��きらきら’S �#��C#��#(�3#2�#H�3#X�3#b�

12 13 刄_イアナ ��フJレールA ��アミンクラブB ����オカリナ POLAlRE 

パープルB ��早研パートナrC 刄Wャントン 刄tォルテ 

14 15 ��R＆0 ��カトレアA ��F＆F（C） ��ラズベリー 剞V林B 

杉並上卓B ��M．STORY ��多摩卓球クラブB ルビナス 凾ｳらさ フジクラブB ��ファインコート すずしろクラブB フライデー �#x�3#��

16 剞ﾂ葉クラブB ��楓クラブB ������
29，30 31，32 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 ��あざみクラブC ��川崎薬会 ��liぁと 儻ING 

西東京クラブ �� � ／ ��－ � � ��

プラタナス ��若木クラブD 凾ﾇんぐり ��　フ 棒棲 儚Y（B） SnOWdrop �38�33B�
35，36 

やわらぎ 刄Sールドアイ 凾ﾝどりB 品川卓友会B 若‾ブ ��Mammies（B） レッドブレーバーA ��銀杏 �3x�33��

アップルパイB 大塚クラブD 剏ャAツ卓鱒B バンプキ、ズ■ ����刄Iリーブ 目黒もくれんB �3��3C��C��3C"�

ユ′ 刄Nフ　A ��Sootho 

MiSty 刄Gフォート ��まどかクラブB 剞V山クラブ ��ゆうかり 鼎8�3CB�

かすみ草 ��あやめ会B 剔�､パートナーⅠ 剩ｦヶ谷卓球ク‾ブB 

アイビーA 凾｠ゆみ 剿x南クラブ 凵@＿フ ポプラ倶楽部 ZABUTON 剋癡tクラブC V21D 鼎sC��

26 27 ��SORA（B） 若草クラブB ��プルメリア ��つばさB ��剴C��3S��

クローバー 刄hルフィンC ��夢花C ��スヌーピー（板橋） 鉄�S"�

12月11白（月）東京 劔劔��ﾈ支ｭ���5H7X��������5(�ｸ6r�

28 ��みるふい ��リリオン ��多摩わかばC ��かりんD ��木曜クラブB ミントクラブ SOSIGAYA ���3"�8�3H�3R�

29 ��大田なごみB ��キャロット ��多摩ポプラ 刄宴Pッツ 

30 31 32 33 34 35 ��こまくさ ��卓研パ⊥トナーH 刄|プラ（江戸川） 凾黷�ｰ草 フルールB 

百合クラブC チューリップ 刄激bドブレーバーB トップスピンTTC 刄宴CラックB ��刪ｨクラブC 塗�3r�

リとむ ��エーデルワイスB ��アールグレー 嶋�3��

練馬翼A 刹梠�NラブD ��ドルフィンB ��ダイヤモ、ズ ��東村山　‾ブ ����3���3�"�
ノ ��フ　B 

グリンベル ��アルファー ��ほほえみA 剔�､i－トナーF 刮Z　tブ 

パプリカ � � 凵� ��四谷　フ　B ��ﾈ�H���ﾈ�X���ﾈ�H耳�X�X�H耳�X�X�R�0会 ��菊卓D 飛行船B 刄~ックス大田C メッツ ��彩 ��3�B�

36 37 ��こなみ ��ちとせクラブC－ 劔刄eィータイムB ��X�3�b�

練馬クリスタル ��椎名町クラブ ��多摩わかばD ��ポテトA ��アイビーB ��x�3������

38 ��ポテトB ��浦安かれん ��アゼリア・ ��品川卓友会C �� 

39 40 ��秋桜 ベーゲル 僊■BC ��町田ザルツ 剞V中野レディース �� �#��

柚子B ��R＆HHarp（B） ��洗足クラブB � �#��


