
２００８年第二版
１１月２６日現在

１ 位 ２ 位 ３ 位 ３ 位 ５ 位 ５ 位 ５ 位 ５ 位 １ 位 ２ 位 ３ 位 ３ 位 ５ 位 ５ 位 ５ 位 ５ 位

中　川 川　向 鈴　木 柿　沼 堀　江 林 笹　谷 佐　藤 大　野 松　方 岡　本 森　山 横　山 秋　田 川　目 戸　松
海　城 早稲田 落合二 海　城 早稲田 早稲田 海　城 海　城 西新宿 学習院 学習院 学習院 学習院 学習院 学習院 学習院
北　原 太　田 進　藤 村　井 古　川 福　士 石　井 仲　本 鈴　木 星　野 邵 関 加　藤 寺　澤 寺　西 中　島
文京十 茗　台 日大豊山 日大豊山 文京十 日大豊山 文京十 日大豊山 淑徳ＳＣ 淑徳ＳＣ 学大竹早 淑徳ＳＣ 跡　見 文京六 桜　蔭 桜　蔭

南 島　田 岡　田 禰　津 越　川 草　野 鈴　木 佐　川 小　泉 岩　崎 山　田 小　林 秋　元 松　木 田　中 遊　佐
両　国 両　国 両　国 両　国 吾嬬二 安田学園 本　所 日大一 両　国 吾嬬一 両　国 両　国 両　国 両　国 両　国 文　花

岡　部 工　藤 今　本 黒　川 吉　本 神　林 谷　沢 出　貝 村　山 北　瀬 串　崎 本　村 中　村 丸　田 楚　良 金　田
大森二 清明学園 御　園 大森東 大森東 大森八 田園調布 大森二 大森七 蓮　沼 蓮　沼 蓮　沼 馬込東 馬込東 大森七 御　園
野　口 石　川 杉　本 下　家 黒　田 桃　原 豊　田 日　比 小　西 安　藤 高　木 大　野 糯　田 後　藤 前　田 岡　野
駒　留 弦　巻 深　沢 弦　巻 弦　巻 世田谷学園 砧 世田谷学園 梅　丘 鴎友学園 鴎友学園 玉川聖学院 鴎友学園 鴎友学園 玉川聖学院 目黒星美

坂　内 梅　田 植　野 佐々木 松　岡 齋　藤 小　澤 小　川 竹　内 光　岡 勝　沼 福　田 宮　本 佐々木 大　門 竹　村
実践学園 中野九 実践学園 緑　野 実践学園 実践学園 実践学園 明大中野 北中野 東大附 中野四 中野四 中野一 北中野 中野四 中野八

福　永 若　林 大　谷 炭　山 神　田 岡　田 山　口 野　沢
文大杉並 文大杉並 文大杉並 文大杉並 文大杉並 和　田 松　渓 和　田

神　田 三　井 赤　木 村　崎 藤　川 片　山 山　﨑 中　山 庄　司 田　和 船　山 秋　山 谷　口 川　村 稲　葉 登　内
立教池袋 明　豊 本　郷 学習院 本　郷 巣　鴨 本　郷 立教池袋 豊島岡 十文字 豊島岡 豊島岡 豊島岡 豊島岡 豊島岡 豊島岡
村　井 吉　田 大　橋 手呂内 池　田 山　木 勝　間 油　井 三　浦 三　上 丹　内 藤　波
聖学院 飛　鳥 東京成徳 飛　鳥 東京成徳 王子桜 王子桜 東京成徳 武蔵野 武蔵野 武蔵野 星美学園

成　瀬 佐　藤 近　藤 林 伊　藤 和　田 鍋　梨 謝　花 増　田 犬　塚 野　口 三　澤 木　暮 杉　舩 金　城 安孫子
加　賀 加　賀 加　賀 城　北 志村三 中　台 板橋一 志村三 志村三 志村四 加　賀 板橋一 加　賀 家政大 板橋一 志村四

村上雄 星 三　田 村上知 千　原 福　井 岩　渕 炭　本 馬　場 有　馬 地　引 武　内 リャン 中　越 高　内 正　根
蒲　原 蒲　原 蒲　原 蒲　原 蒲　原 蒲　原 蒲　原 足立十四 蒲　原 入谷南 蒲　原 蒲　原 朝鮮四 足立一 足立一 入谷南
鈴　木 上　野 寺　沢 中　越 川　添 白　石 荒　井 伊　藤 有　賀 川　崎 高　橋 竹　尾 沢　口 成　瀬 高　橋 藤　巻
立　石 常　盤 四ツ木 立　石 青　戸 双　葉 常　盤 青　戸 青　戸 共栄学園 新　宿 共栄学園 共栄学園 共栄学園 共栄学園 共栄学園

山　口 松　永 郡 荻　巣 若　林 西　村 矢　作 吉　原 前　田 高　梨 大　坂 染　小 三　浦
清新二 松江一 松江四 篠崎二 小岩一 松江四 葛西二 清新二 春　江 二之江 二之江 春　江 春　江

小　泉 中　村 浦　野 小　林 村　田 宮　川 松　浦 村　岡 野　中 岡　部 田　代 林　谷 佐　竹 木　村 瀬　古 峯　岸
羽村一 羽村一 霞　台 霞　台 羽村二 羽村二 霞　台 御　堂 羽村三 御　堂 御　堂 瑞穂二 羽村二 霞　台 福生三 青梅西

滝　口 佐々木 鈴　木 佐　藤 大　野 前　田 庄　山 安　間 中　川 三　浦 中　村 赤　羽 千　馬 磯　野 小　舘 田　中
立川七 桐　朋 小金井一 小平六 立川五 小金井一 小平六 小金井一 小金井一 小平二 小平六 小金井一 立川七 小平六 立川七 小平六
澤 竹　内 羽　金 下　山 澁　谷 小野田 高　木 山　口 橋　口 福　原 園　田 勝　俣 須　藤 矢　嶋 菊　池 富　山

久留米東 清瀬二 東村山二 東村山二 清瀬 武蔵村山四 東村山二 東村山二 東星学園 武蔵野女子 武蔵野女子 武蔵野女子 武蔵野女子 田無１ 武蔵野女子 武蔵野女子

望　月 渡　辺 柴　田 阿　部 尾　関 吉　田 吉　野 斉　藤 高　橋 榎　本 山　下 前　島 加　藤 横　山 前　原
日大三 つくし野 日大三 忠　生 忠　生 山　崎 真光寺 日大三 真光寺 真光寺 忠　生 真光寺 忠　生 町田一 忠　生

７　墨　田

８　江　東

実施せず 実施せず
３　　港

４　新　宿

５　文　京

６　台　東

13　渋　谷

14　中　野

平成２０年度卓球部新人戦　地区大会の結果一覧表

１　千代田

２　中　央

男 子 個 人 の 部 （ 下 段 学 校 名 ） 女 子 個 人 の 部 （ 下 段 学 校 名 ）

実施せず 実施せず

15　杉　並

16　豊　島

17　　北

18　荒　川

21　足　立

22　葛　飾

19　板　橋

20　練　馬

９　品　川

10　目　黒

11　大　田

12　世田谷

23　江戸川

24　八王子

　遅くなりましたが、各地区の大会結果を東綾瀬中相原（ＦＡＸ３６０５－６５６６）までお送り下さい。
　なおｂａｒ_ｌｅｍｏｎ_ｈａｒｔ_１９６７＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐまでメールをいただければ、原簿や大会結果などそちらで
　送付いたしますので、負担軽減のためにもよろしくお願いいたします。
　また東京都中体連卓球部ホームページ http://sports.geocities.jp/ctr_tt/ からも取り出せますので宜しくお願いいたします。

27　９ブロック

28　10ブロック

29　11ブロック

30　町　田

25　日　南

26　８ブロック


