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⑤ 男 子 サ ー テ ィ

1 西沢　　銘 (ＴＴＣ浦和・土合・埼 玉)

2 高好　裕己 (ＴＴ　ＬＩＮＫ・岩 手)

3 芦田　和希 (福卓クラブ・京 都)

4 大庭　義徳 (鴻南卓球クラブ・山 口)

5 大串　春文 (Ｔ．Ａ．Ｎ・東 京)

6 加藤　雅也 (Ｙ校卓球会・神奈川)

7 大月　孝司 (鎌田クラブ・長 野)

8 雨宮　浩司 (東 村 山 市・東 京)

9 伊藤　　潤 (ＦＥＶＥＲ・静 岡)

10 仲澤　亮平 (ニ プ ロ・秋 田)

11 根反　貴之 (仙台卓球センタークラブ・宮 城)

12 田中　直記 (親 球 会・埼 玉)

13 日下部　俊 (サンスポーツ・茨 城)

14 石村　直人 (福光卓友会・富 山)

15 石山　晃一 (国 分 寺 市・東 京)

16 佐藤　健児 (十和田卓和会・青 森)

17 宮澤　　淳 (ＪＲ東日本高崎・群 馬)

18 森　　普之 (みつのきＴＴＣ・愛 知)

19 大村　拓己 (ウイニングクラブ・東 京)

20 立松　圭祐 (立松卓球スクール・兵 庫)

21 千賀　　諭 (ＪＯＫＥＲ・岐 阜)

22 浅沼　慎也 (ファースト・千 葉)

23 橋本　泰樹 (丸善クラブ・東 京)

24 勝　　健真 (緑 の 館・奈 良)

25 吉村　正之 (ＮＴＮ桑名・三 重)

26 築地　佑太 (蝶友クラブ・埼 玉)

27 大槻　泰之 (福井クラブ・大 阪)

28 高田　正敏 (日 産 追 浜・東 京)

29 本間　翔伍 (Ｋｕｎｉｔａｋｕ・東 京)

30 成元　洋介 (東エレクラブ・山 梨)

31 松木新太朗 (ｓｈｉｐｓ沼垂・新 潟)

32 青山　三弦 (板 橋 区・東 京)

33 湯澤　亮太 (秀 卓 会・群 馬)

34 荒木　基亮 (ヨシダＴＴＳ・広 島)

35 小野　達也 (ＴＴＣ浦和・土合・埼 玉)

36 首藤　　慶 (練 馬 区・東 京)

37 佐藤　　温 (ＯＬＹＭＰＵＳ・福 島)

38 中津　健志 (ＳＣＲＡＴＣＨ・滋 賀)

39 吉田　文武 (卓 楓 会・東 京)

40 冨田　常侑 (ＰＥＰＰＥＲ・茨 城)

41 千田　　学 (西東京クラブ・東 京)

42 舟山　健介 (ＴＥＡＭ　ＮＥＸＵＳ・山 形)

43 吉澤　直哉 (桜 ク ラ ブ・栃 木)

44 八木　弘幸 (ピンポン備前・岡 山)

45 三田村宗明 (リトルキングス・神奈川)

秋草　陽介 (鳩ケ谷クラブ・埼 玉) 46

伊藤　由彦 (弘前卓球協会・青 森) 47

北畑　勇樹 (オルドナ・ポセイダル・大 阪) 48

中村　明弘 (Ｙ Ｋ Ｋ・富 山) 49

三田村英孝 (目 黒 区・東 京) 50

上原　幸貴 (日 製 日 立・茨 城) 51

服部幸一朗 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川) 52

山浦　崇志 (マ キ タ・香 川) 53

伊藤　政克 (古 河 電 工・三 重) 54

岩城　　禎 (緑 の 館・奈 良) 55

岸川　一星 (Ｋｕｎｉｔａｋｕ・東 京) 56

大塚　裕貴 (流山アストロズ・千 葉) 57

岡田　敏幸 (ＥＸＣＥＥＤ・新 潟) 58

石橋　亮輔 (秋田卓遊会・秋 田) 59

上田　恵一 (武 蔵 野 市・東 京) 60

津田　　稔 (ＳＣＲＡＴＣＨ・滋 賀) 61

加能陽一郎 (ＴＴＣ浦和・土合・埼 玉) 62

仲田　和雅 (東 京 ガ ス・東 京) 63

山本　真史 (ＭＡＺＤＡ・広 島) 64

相原　正義 (㈱アマタケ・宮 城) 65

今泉　亮平 (滝 ノ 水・愛 知) 66

鈴木　貴史 (豊 島 区・東 京) 67

亀里　智永 (卓 龍 会・群 馬) 68

藤井　貴文 (ウイニングクラブ・東 京) 69

張　　永尚 (ＴＴＣ浦和・土合・埼 玉) 70

金子　　司 (ＴＳＵＫＡＴＡＫＵ・山 口) 71

伴　　誠也 (ＴＥＡＭ�ＺＥＲＯ・東 京) 72

橋本　卓央 (いわき卓球・福 島) 73

大場　健次 (ド リ ー ム・静 岡) 74

田中　龍也 (若狭ＴＴＣ・福 井) 75

川口　陽陽 (ＹＯＹＯ�ＴＡＫＫＹＵ・東 京) 76

五十嵐惇一 (つばさクラブ・山 形) 77

阿部　淳一 (赤 翔 馬・千 葉) 78

吉田　和也 (神 戸 Ｔ Ｃ・兵 庫) 79

田辺　和也 (日 産 追 浜・神奈川) 80

田野邊　雄 (小山卓修会・栃 木) 81

川原　　治 (みどりが丘クラブ・岩 手) 82

土屋　敏也 (鎌田クラブ・長 野) 83

立石　慎平 (島津製作所・京 都) 84

渡辺　貴史 (㈱ケアリッツ・アンド・パートナーズ・東 京) 85

佐藤　　亮 (蝶友クラブ・埼 玉) 86

南谷　浩次 (関商工高職員・岐 阜) 87

安部　智秀 (小 平 市・東 京) 88

武田　真悟 (富士ゼロックス・広 島) 89

深沢　　翔 (商友ＣＬＵＢ・山 梨) 90

髙木和健一 (千代田クラブ・東 京) 91
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⑥ 男 子 フ ォ ー テ ィ

1 高山　飛男 (卓 楓 会・東 京)

2 橋本　　勝 (すみれ卓球クラブ・福 島)

3 出雲　　卓 (とりやクラブ・石 川)

4 重川　仁義 (ＭＡＺＤＡ・広 島)

5 保立　幸則 (Ｅｘｃｅｅｄ大田・東 京)

6 望月　滋弘 (ＴＥＡＭ�ＳＥＩＹＡ・東 京)

7 古賀　英裕 (小樽水産高・北海道)

8 金井　　潤 (ＯＮＥ�ＯＵＴＳ・群 馬)

9 望月　耕二 (しずおか信用金庫・静 岡)

10 水口　和也 (美しが丘クラブ・神奈川)

11 前川　直輝 (菰野クラブ・三 重)

12 藤井　慎一 (瑞穂クラブ・茨 城)

13 国広　哲弥 (Ｋｕｎｉｔａｋｕ・東 京)

14 竹下　　博 (秋田市役所・秋 田)

15 中村　　宏 (卓 修 会・千 葉)

16 曽根田靖弘 (オルドナ・ポセイダル・大 阪)

17 飯野　広視 (新潟市役所・新 潟)

18 壷井　祐介 (江 戸 川 区・東 京)

19 荒木　和敬 (荒木卓球クラブ・福 岡)

20 喬　　瑞雪 (太 洋 歯 科・神奈川)

21 山﨑　信一 (高島クラブ・滋 賀)

22 我妻　隆志 (皐月クラブ・宮 城）

23 丸山　　正 (リバーウエスト・山 梨)

24 小管　清彦 (西東京クラブ・東 京)

25 佐々木一樹 (ｖｏｌｏｎｔｅ・埼 玉)

26 廣瀬　国博 (初喜ＴＴＣ・福 岡)

27 間山　和人 (浪岡クラブ・青 森)

28 木下　雅晴 (福光卓友会・富 山)

29 浅野　敏一 (卓 精 会・東 京)

30 尾本　健一 (Ａｋｉｂａ卓球スタイル・東 京)

31 窪田　就彦 (卓 心 会・栃 木)

32 福田　稔修 (個 人・愛 知)

33 西倉　遊星 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川)

34 土屋　光彦 (飯田市役所・長 野)

35 三浦　真行 (中 央 区・東 京)

36 村上　宏志 (阿知須クラブ・山 口)

37 南澤　秀昭 (春日丘クラブ・兵 庫)

38 田中　則彦 (みどりが丘クラブ・岩 手)

39 神谷　一成 (Ｔ Ａ Ｓ Ｋ・千 葉)

中谷　昌志 (卓 精 会・東 京) 40

尾形　順市 (丸森ＴＴＳ・宮 城) 41

古沢　　誠 (小山卓修会・栃 木) 42

池田　周作 (ド リ ー ム・静 岡) 43

伊東　直之 (リコー厚木・神奈川) 44

富岡　勇人 (西東京クラブ・東 京) 45

中村　雅樹 (個 人・奈 良) 46

田中　雄介 (ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ・新 潟) 47

芳賀　透匡 (夕凪クラブ・秋 田) 48

加藤　祐介 (鳩ケ谷クラブ・埼 玉) 49

李　　　雁 (Ｌｅｅクラブ・神奈川) 50

大須　康行 (水戸葵クラブ・茨 城) 51

日比野哲也 (ひびのペイント・北海道) 52

田中　　貴 (卓 楓 会・東 京) 53

佐々木　理 (郡山卓球クラブ・福 島) 54

江崎　道弘 (デンソーテン・兵 庫) 55

日暮　晋一 (逆井クラブ・千 葉) 56

川崎　道彦 (東 大 和 市・東 京) 57

中島　健司 (小野田青友会・山 口) 58

鎮西　直人 (鎌田クラブ・長 野) 59

菴木　伸吾 (Ａｃｅ卓球スタジオ・東 京) 60

大城　幸夫 (Ｆｒｅｅｄｏｍ・山 梨) 61

奥川　智彦 (ユーアイクラブ・福 岡) 62

柿内康三朗 (Ａｋｉｂａ卓球スタイル・東 京) 63

瀧野　敦靖 (エ ポ カ ル・富 山) 64

初田　　純 (ルシファー・東 京) 65

田中　良憲 (ＢＥＡＲクラブ・広 島) 66

岡田　広寿 (ＩＭＰＡＣＴ・埼 玉) 67

中嶋　隆弘 (東 卓 会・青 森) 68

岡田　秀人 (淀川ネキスト・大 阪) 69

西川　幸伸 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川) 70

佐藤　武志 (盛岡市役所・岩 手) 71

横井　　稔 (瀬戸市卓球協会・愛 知) 72

栗原　広行 (北 区・東 京) 73

田中　英樹 (ａｄｖａｎｃｅ・滋 賀) 74

河本　相旭 (卓 楓 会・東 京) 75

下島　博人 (Ｓ Ｔ Ｏ・長 野) 76

齊藤　　慎 (邑楽町卓球クラブ・群 馬) 77

藤澤　一成 (球 心 会・島 根) 78

大越　弘之 (卓 修 会・千 葉) 79
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⑦ 男 子 フ ィ フ テ ィ

1 山田　昭仁 (井 上 卓 球・静 岡)

2 楠原　教秀 (進学教室アシスト・和歌山)

3 秋山　　浩 (山梨信用金庫・山 梨)

4 飯田　浩久 (卓 楓 会・東 京)

5 大栗　　寛 (徳 島 銀 行・徳 島)

6 武田　　均 (Ｔｅａｍ�鳥糸・宮 城)

7 八城　　守 (ＮＡスポーツクラブ・東 京)

8 加賀美博明 (パパス＆パパス・北海道)

9 高橋　良治 (タカラＴＴＣ・長 野)

10 酒井　文彰 (あづまクラブ・群 馬)

11 高坂　　仁 (茗渓卓球クラブ・東 京)

12 當眞　良和 (親 球 会・埼 玉)

13 當房　和己 (鹿大ＯＢクラブ・鹿児島)

14 紫藤　　勝 (卓 酔 会・栃 木)

15 渡辺　輝彦 (美鷹クラブ・東 京)

16 三上　泰世 (Ｎ Ｓ Ｔ・青 森)

17 小林　茂雄 (㈱ 不 二 越・富 山)

18 朽木　秀雄 (山形クラブ・山 形)

19 成松　　淳 (ゴ ル ベ テ・東 京)

20 足立　光生 (愛 卓 会・愛 知)

21 吉田　秀明 (ヨシダＴＴＳ・広 島)

22 小山　幸男 (中原クラブ・神奈川)

23 庄　　克紀 (龍 卓 会・兵 庫)

24 榎並　昭二 (卓 心 会・栃 木)

25 岸田　明理 (韮山産業クラブ・静 岡)

26 向山　　収 (ア カ シ ア・福 岡)

27 渡辺　克美 (Ｆｏｕｒ－Ｕ・福 井)

28 太田　謙二 (昭 島 市・東 京)

29 堺　　正哉 (古 河 電 工・三 重)

30 永岡　雄蔵 (ＫＡＮＥＫＡ・兵 庫)

31 荒井　　清 (卓 楓 会・東 京)

32 南波　和彦 (一球クラブ・埼 玉)

33 松坂　浩司 (チームＮ・Ｅ・Ｏ・島 根)

34 齊藤　　修 (夕凪クラブ・秋 田)

35 原　　　晃 (福 卓 会・福 島)

36 井上　　隆 (グリーンクラブ・大 阪)

37 山本　春彦 (代々木クラブ・東 京)

38 大川　知明 (多賀クラブ・茨 城)

39 青野　光禎 (青野クラブ・千 葉)

40 山本　　茂 (ゴ ル ベ テ・東 京)

41 戸辺　英郎 (東京ＫＩＮＧ�ＫＯＮＧ・東 京)

42 和　　周敏 (娄 山 中・中 国)

43 高橋　　剛 (十日町クラブ・新 潟)

44 村上　英宏 (高田クラブ・岩 手)

45 小野　　守 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川)

斎藤　昭文 (マ イ ダ ス・東 京) 46

黒川　　進 (Ｆｏｕｒ－Ｕ・福 井) 47

中本　隆博 (三菱電機伊丹・兵 庫) 48

橘川　重雄 (Ｍ Ｄ 相 模・神奈川) 49

吴　　四海 (娄 山 中・中 国) 50

小林　哲也 (木更津クラブ・千 葉) 51

田中　敏裕 (九 十 九・東 京) 52

山根　孝志�( 匠 ・広 島) 53

袴田　哲志 (ス ズ キ・静 岡) 54

中太　隆明 (親 球 会・埼 玉) 55

吉田　勝義 (トヨタ自動車東日本・宮 城) 56

森薗　　誠 (西 東 京 市・東 京) 57

白須　英教 (大月市卓球連盟・山 梨) 58

狩野　浩和 (ポラテクノ・新 潟) 59

内田　雅彦 (菰野クラブ・三 重) 60

加藤　　忠 (チームＤＲＥＡＭ・東 京) 61

二ッ森政樹 (三沢水曜クラブ・青 森) 62

多田　　稔 (水都倶楽部・愛 媛) 63

大谷　　卓 (朝日クラブ・埼 玉) 64

安達　信一 (㈱プラスチック・ホンダ・秋 田) 65

中嶋　将貴 (Ｓｈａｋａ�Ｔａｋｕ・大 阪) 66

河原　　充 (ゴ ル ベ テ・東 京) 67

松村　隆弘 (山梨信用金庫・山 梨) 68

河本　雅史 (フリーダムクラブ・茨 城) 69

馬場　幸男 (グリーンクラブ・愛 知) 70

若林八十二 (昭友クラブ・東 京) 71

黒岩　宏光 (中野市体協・長 野) 72

田中　敏彦 (ふじみ野市卓球連盟・埼 玉) 73

八木　和佳 (Ｒ － Ⅱ・福 岡) 74

小田桐憲仁 (富士大職員・岩 手) 75

塩田　晋宏 (卓 心 会・栃 木) 76

泉　　正樹 (草津マスターズ・滋 賀) 77

河合　秀二 (卓 楓 会・東 京) 78

北河　良一 (武道館クラブ・東 京) 79

川村　設夫 (あづまクラブ・群 馬) 80

熊谷　　智 (フリーダム・北海道) 81

大内　雅之 (福 卓 会・福 島) 82

中村　　勉 (ゴ ル ベ テ・東 京) 83

岩田　守弘 (スペシャルウィーク・和歌山) 84

上田　広司 (星 球 会・富 山) 85

吉川　　薫 (平塚卓栄会・神奈川) 86

小山　正明 (町 田 市・東 京) 87

中山　隆志 (鳴門クラブ・徳 島) 88

西田　忠洋 (チームＮ・Ｅ・Ｏ・島 根) 89
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218

405

219
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602
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313
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315
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408

231
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232

701

1 坂本　憲一 (日 産 追 浜・神奈川)

2 片山　一郎 (スリースター・茨 城)

3 岡本　研二 (卓 星 会・岡 山)

4 大原　一浩 (卓 朗 会・東 京)

5 金田　成一 (Ｙ Ｋ Ｋ・富 山)

6 川久保　実 (ＶＥＧＡ�ＣＬＵＢ・千 葉)

7 佐藤　義浩 (酒田リバーサル・山 形)

8 水越　信夫 (桑卓クラブ・三 重)

9 坂　　一美 (チームＤＲＥＡＭ・東 京)

10 金本　利夫 (卓 精 会・東 京)

11 入尾　範之 (犬山クラブ・愛 知)

12 八木澤　剛 (福島市役所・福 島)

13 長田　鉄男 (フルセット・埼 玉)

14 金久保　毅 (横河電機クラブ・石 川)

15 中田　裕治 (ＣＨＩＤＯＲＩＡＳＨＩ・東 京)

16 髙井　和義 (チームＡｎｊｏｈ・群 馬)

17 小松　　繁 (城東クラブ・兵 庫)

18 河島　国男 (九 十 九・東 京)

19 山中　弘之 (六ヶ所クラブ・青 森)

20 西島　　勉 (卓 愛 会・長 野)

21 椿　　保範 (チームＮ・Ｅ・Ｏ・島 根)

22 田畑　淳一 (府 中 市・東 京)

23 徳永　惣平 (済生会下関総合病院・山 口)

24 吉見　洋一 (地下鉄ヤッホーズ・大 阪)

25 小池　正明 (Ｔ Ｍ Ｓ・栃 木)

26 増田　健一 (品 川 区・東 京)

27 伊藤　則和 (夕凪クラブ・秋 田)

28 青山　裕昭 (立 木 大 和・埼 玉)

29 石川　猶章 (Ｎｏｒｔｈ　Ｗｉｎｄ・静 岡)

30 村山　邦夫 (森 の 会・東 京)

31 岩崎　正伸 (梅屋敷卓球クラブ・神奈川)

32 前沢　一雪 (北海道アスティーダ・北海道)

33 岩野　克行 (謙 信 上 越・新 潟)

34 藤田　幸雄 (アボシＴ．Ｔ．Ｃ・兵 庫)

35 佐野　秀雄 (友 卓 会・東 京)

石谷　　悟 (エクシード・東 京) 36

佐藤　光一 (山形クラブ・山 形) 37

前田　洋二 (萩 卓・山 口) 38

清水　正已 (青 梅 市・東 京) 39

岩佐　重久 (ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ・新 潟) 40

荒木　辰雄 (卓愛レジェンド・福 井) 41

平野　　司 (Ｔ Ｍ Ｓ・栃 木) 42

小谷　　満 (龍 卓 会・兵 庫) 43

佐藤　健一 (九 十 九・東 京) 44

長谷川豊信 (卓 精 会・東 京) 45

大類　利寿 (秋田卓遊会・秋 田) 46

吉井　幸男 (パシフィックスポーツクラブ・千 葉) 47

峯村　　洋 (卓 愛 会・長 野) 48

高橋　　浩 (風 林 火 山・神奈川) 49

鰺岡　正明 (北海道アスティーダ・北海道) 50

勝沼　晴夫 (フリーダムクラブ・茨 城) 51

北川　芳幸 (チームＭＩＥ・三 重) 52

具志堅　一 (双葉苦楽部・東 京) 53

本橋　道直 (一球クラブ・埼 玉) 54

藤井　　貢 (星 球 会・富 山) 55

菅野　淳一 (須賀川スポ少・福 島) 56

落合　　剛 (友 卓 会・東 京) 57

工藤　治孝 (あうとばうんず・群 馬) 58

荒木　　俊 (ＴＭクラブ・宮 城) 59

石原　朋弘 (Ｉ Ｈ Ｉ・東 京) 60

三上　勝幸 (黒石市卓球協会・青 森) 61

林　　賢治 (八日市場クラブ・千 葉) 62

斎藤　修司 (一関クラブ・岩 手) 63

堀江　勝博 (アボシＴ．Ｔ．Ｃ・兵 庫) 64

加藤　忠弘 (彦 卓 会・滋 賀) 65

馬場　正洋 (西東京クラブ・東 京) 66

森井　弘之 (チームＮＫＹ・石 川) 67

白津　豊久 (森 の 会・東 京) 68

田中　清文 (山梨ＭＴＣ・山 梨) 69

佐藤　成生 (韮山産業クラブ・静 岡) 70

江浜　　勲 (日 産 追 浜・神奈川) 71
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130
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1 三田村則明 (卓 楓 会・東 京)

2 竹内　芳夫 (新発田クラブ・新 潟)

3 渡辺　恒二 (足利南クラブ・栃 木)

4 佐藤　典弘 (サザンクロス・東 京)

5 小田中栄一 (カシオペアクラブ・岩 手)

6 髙草木辰夫 (卓 杳 会・群 馬)

7 竹中　省三 (明誠アスリート・愛 知)

8 柳　　敏夫 (ローリガン・埼 玉)

9 石田　信秀 (イースタンクラブ・宮 城)

10 竹澤　安治 (ＣＨＩＤＯＲＩＡＳＨＩ・東 京)

11 渡部　誠治 (球 心 会・島 根)

12 山口　　栄 (トキワクラブ・東 京)

13 岩堀　利康 (Ｆｏｕｒ－Ｕ・福 井)

14 藤　　忠明 (楓 柚 会・千 葉)

15 甚野　道雄 (県北卓友会・福 島)

16 広浜　泰久 (神馬クラブ・東 京)

17 久米　　隆 (大阪ナイトクラブ・大 阪)

18 中山　幸男 (卓 心 会・栃 木)

19 岡田　奉夫 (ＴＭクラブ・宮 城)

20 堀　　雄三 (広島クラブ・広 島)

21 門間　　勲 (東久留米市・東 京)

22 菅谷　誠一 (瑞穂クラブ・茨 城)

23 髙松　豊明 (卓 愛 会・長 野)

24 石岡　　斉 (井 上 卓 球・静 岡)

25 斎藤　龍二 (藤 ク ラ ブ・神奈川)

26 藤原　　昇 (友 卓 会・東 京)

27 内山　幸夫 (Ａ.Ｃ.Ｏ.Ｊ・秋 田)

28 佐藤　芳洋 (山梨ＭＴＣ・山 梨)

29 猪股三千男 (あきる野市・東 京)

30 松浜　正道 (フェニックス・北海道)

31 横田　貞義 (スリ－スタ－・山 口)

大畑　　正 (球 心 会・島 根) 32

吉岡　　進 (柏 ク ラ ブ・千 葉) 33

山崎　正樹 (友 卓 会・東 京) 34

森川　正和 (ベテラン会・岩 手) 35

畠山講史郎 (大勤クラブ・東 京) 36

金子　貞雄 (なめりかわＴＴＣ・富 山) 37

増山　之雄 (境・鶴谷病院・群 馬) 38

菅原　和之 (青葉クラブ・埼 玉) 39

米澤　哲郎 (中原クラブ・神奈川) 40

三谷　彰良 (福山ラケットクラブ・広 島) 41

大村　　徹 (Ｓｅｖｅｎ�Ｏｃｅａｎｓ・滋 賀) 42

寺川　俊章 (双葉苦楽部・東 京) 43

杉野　卓男 (フリーダムクラブ・茨 城) 44

種子田　宏 (小瀬けいちゃん’Ｓ・奈 良) 45

須賀　義雄 (卓 楓 会・東 京) 46

長尾　正之 (ナガオスポーツクラブ・北海道) 47

高田　伸男 (ＴＯＣＨＩＧＩ・栃 木) 48

大島　和彦 (ク ラ ブ Ｋ・福 島) 49

冨田　昭雄 (新 宿 区・東 京) 50

平井　和雄 (球 心 会・島 根) 51

一宮　昭博 (ア ト ム ズ・大 阪) 52

北村　澄秀 (トキワクラブ・東 京) 53

中村孝太郎 (卓越会・鶴見・神奈川) 54

吉田　雄三 (ヨシダスポーツ・高 知) 55

中山　清司 (西東京クラブ・東 京) 56

関口　秀治 (山梨ＭＴＣ・山 梨) 57

木内　忠男 (チームＴＡＩＳＨＯ・埼 玉) 58

重田　益司 (さくらやま・愛 知) 59

中出　正夫 (福井ベテラン会・福 井) 60

小田切健晴 (目黒不動クラブ・東 京) 61

村上　　力 (桔梗苦羅舞・宮 城) 62
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1 冨金原　修 (チームＤＲＥＡＭ・東 京)

2 田向　利行 (コ パ ン・京 都)

3 本間　　進 (あうとばうんず・群 馬)

4 宮嵜　邦男 (裾花クラブ・長 野)

5 出田　秀人 (サザンクロス・東 京)

6 篠平　　静 (本城マスターズ・愛 知)

7 谷口　清春 (西東京クラブ・東 京)

8 金野　　享 (Ｏ Ｈ Ｔ Ａ・岩 手)

9 熊澤　秀男 (ＦＡＭＩＬＹ・神奈川)

10 富岡　成一 (西東京クラブ・東 京)

11 吉野　勝士 (さくや卓愛・静 岡)

12 五十嵐一郎 (コスモスポーツクラブ・千 葉)

13 多田　健児 (八 幡 体 振・宮 城)

14 塩田　武志 (ＴＯＣＨＩＧＩ・栃 木)

15 山下　　滋 (ブルーグリーン・東 京)

16 吉田　憲治 (浜寺クラブ・大 阪)

17 中村　提見 (サザンクロス・埼 玉)

18 渡辺　昂史 (代々木クラブ・東 京)

19 橋本　一夫 (フリーダムクラブ・茨 城)

20 國分　　稔 (松 阪 協 会・三 重)

21 渡辺　元和 (卓 伸 会・埼 玉)

22 菅原　清春 (台 東 区・東 京)

23 庭田　哲夫 (新 卓 会・青 森)

24 佐藤　廣幸 (卓 友 会・北海道)

25 仲村渠　功 (サザンクロス・東 京)

26 金田　　勉 (新潟如水会・新 潟)

27 瀬戸　大輔 (山梨ＭＴＣ・山 梨)

28 川村　明夫 (神卓クラブ・兵 庫)

29 豊島　　積 (西東京クラブ・東 京)

30 白川　仲男 (福山ラケットクラブ・広 島)

31 神谷　　豊 (神馬クラブ・東 京)

32 長澤　勝利 (美郷クラブ・秋 田)

33 宮川　　實 (横浜ベテラン会・神奈川)

河内　　勉 (ブルーグリーン・東 京) 34

小野　信雄 (一関クラブ・岩 手) 35

新田　耕造 (兵庫ベテラン会・兵 庫) 36

神山　　哲 (高倉クラブ・神奈川) 37

吉田　留夫 (苗 卓 会・北海道) 38

萩谷　幸一 (フリーダムクラブ・茨 城) 39

大熊　敏実 (西東京クラブ・東 京) 40

宮森孝次郎 (上 尾 大 石・埼 玉) 41

古川　敏明 (サザンクロス・東 京) 42

宮嶋　秀昭 (多治見クラブ・岐 阜) 43

長野　和春 (中 野 区・東 京) 44

湯浅　正幸 (高崎ベテラン会・群 馬) 45

菊田不二夫 (Ｊ Ｏ Ｙ・滋 賀) 46

北上　富夫 (青葉クラブ・埼 玉) 47

佐藤　康則 (ＴＭクラブ・宮 城) 48

駒木根保良 (代々木クラブ・東 京) 49

中沢　信介 (平沼クラブ・東 京) 50

伊藤　治由 (本城マスターズ・愛 知) 51

近藤　　茂 (東浦和卓球センター・埼 玉) 52

三遊亭小遊三 (らくご卓球クラブ・東 京) 53

開発　憲茂 (羽 村 市・東 京) 54

藤原　寿文 (花 卓 会・岩 手) 55

時岡　重信 (舞高クラブ・京 都) 56

井津　雅治 (友 卓 会・東 京) 57

平井　千民 (サザンクロス・東 京) 58

古川　正司 (弘前卓球協会・青 森) 59

畠中　秀一 (淡 路 Ｓ Ｃ・大 阪) 60

佐々木修壹 (逗子クラブ・神奈川) 61

松木　秀夫 (西東京クラブ・東 京) 62

福本　秀夫 (袖ケ浦クラブ・千 葉) 63

小林　友雄 (三条クラブ・新 潟) 64

細谷　　勉 (ピーベリー・山 梨) 65
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1 原田　　武 (ヒロタクスポーツ・広 島)

2 冨士原行彦 (フリーダムクラブ・茨 城)

3 安藤　　剛 (滋賀フレンズ・滋 賀)

4 西岡　史朗 (逗子クラブ・神奈川)

5 内田　弘二 (ブループラム・東 京)

6 小倉　　剛 (彩松クラブ・埼 玉)

7 奥田　昭和 (柏 ク ラ ブ・千 葉)

8 峯尾　明治 (八 王 子 市・東 京)

9 山本富士夫 (福井ベテラン会・福 井)

10 長南　秀雄 (群馬ベテラン会・群 馬)

11 三浦　建児 (郡山卓球クラブ・福 島)

12 高原　　滋 (駒場野星卓会・東 京)

13 金沢　保久 (ウ イ ン グ・埼 玉

14 永田　邦夫 (市川ベテラン会・千 葉)

15 宮崎　勝重 (岡谷雷鳥クラブ・長 野)

16 松野　孝司 (ＩＴＳＵＫＩクラブ・静 岡)

17 宮永　直志 (東 叡 会・東 京)

18 柳川　常寿 (球 楽 会・神奈川)

19 仲井　照凱 (代々木クラブ・東 京)

20 伊藤　明美 (あかつきクラブ・三 重)

21 遠山　　勝 (ダンディー・兵 庫)

22 中屋　　弘 (イースタンクラブ・宮 城)

23 郷野　　實 (調 布 市・東 京)

24 酒向　　昭 (高倉クラブ・神奈川)

和田　紘一 (球 楽 会・神奈川) 25

宮阪　明孝 (安曇野卓友クラブ・長 野) 26

津島　靖武 (代々木クラブ・東 京) 27

角田　文孝 (あさかのクラブ・福 島) 28

土方　孝行 (ブループラム・東 京) 29

秋本　建夫 (市川ベテラン会・千 葉) 30

山口　耀生 (東京ベテラン会・東 京) 31

佐々木秀男 (室蘭ベテラン会・北海道) 32

綿引　邦彦 (日立友光会・茨 城) 33

宮本　　喬 (彗 星 会・埼 玉) 34

井上　昭彦 (ＯＧＵＲＡ・ＴＲＫ・京 都) 35

武山　嘉成 (ブルーグリーン・東 京) 36

鈴木　和久 (逗子クラブ・神奈川) 37

新野　　勲 (けやき高槻・大 阪) 38

鈴木　　章 (中央クラブ・山 梨) 39

三浦要一郎 (西目クラブ・秋 田) 40

長瀬　武雄 (東浦和卓球センター・埼 玉) 41

東海林義昭 (東京ベテラン・東 京) 42

石川　陽一 (平沼クラブ・東 京) 43

小野澤秀男 (秀 卓 会・群 馬) 44

丸山　建夫 (川西クラブ・新 潟) 45

杉野　国広 (名古屋マスターズ・愛 知) 46

鈴木　雅明 (尾山台クラブ・東 京) 47

黒田　幸彦 (仙台萩クラブ・宮 城) 48
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1 杉本　泰成 (星 球 会・富 山)

2 似内　　孝 (花 卓 会・岩 手)

3 青木　史義 (代々木クラブ・東 京)

4 松下　博治 (座間卓球クラブ・神奈川)

5 藤井　謙昌 (東京ベテラン会・東 京)

6 工藤　司朗 (横浜ベテラン会・神奈川)

7 高野　　聰 (ユ ー ア イ・茨 城)

8 安彦　雅雄 (ＳＨＩＰ s・神奈川)

9 佐古　忠政 (鶴間公園倶楽部・東 京)

10 渡辺一治郎 (川西クラブ・新 潟)

11 笹岡　　正 (横浜ベテラン会・神奈川)

12 伊藤　幸雄 (岩崎通信機・東 京)

13 工藤　剛武 (市 川・千 葉)

14 古川　　浩 (本町クラブ・東 京)

15 中村　忠良 (中 村 企 画・滋 賀)

16 喜多川　武 (さ き が け・神奈川)

17 大内　明雄 (ＴＫＯクラブ・埼 玉)

18 廣田　勝一 (東三河ＳＬＣ・愛 知)

19 中川　隆一 (個 人・東 京)

20 小林　信隆 (中原クラブ・神奈川)

21 中村　　睦 (南魚いそクラブ・新 潟)

22 佐々木　隆 (東京ベテラン会・東 京)

23 富沢　良昌 (深卓クラブ・埼 玉)

24 清宮　勝利 (横浜ベテラン会・神奈川)

25 中川　秀夫 (彦 卓 会・滋 賀)

26 宮田　栄次 (横浜ベテラン会・神奈川)

27 坂口　　清 (大森クラブ・長 野)

28 高橋　貞作 (東京ベテラン会・東 京)

29 堀内　　隆 (流山アストロズ・千 葉)

30 須田　正吉 (札幌清田南・北海道)

31 箭中　　滋 (横浜ラージ・神奈川)

32 大滝　　泰 (ＨＡＺＡＷＡ・神奈川)

33 大宮　　修 (西東京クラブ・東 京)

永田　冬彦 (渡辺スポーツクラブ・千 葉) 34

内山　雅史 (川中島クラブ・長 野) 35

嶺　　栄三 (東京ベテラン会・東 京) 36

長井　　渉 (座間卓球クラブ・神奈川) 37

杉山　徳治 (個 人・神奈川) 38

金岡　嘉男 (湯島ＭＤクラブ・東 京) 39

赤池　貞臣 (角田クラブ・宮 城) 40

小澤　久男 (横浜ベテラン会・神奈川) 41

芳賀　文治 (代々木クラブ・東 京) 42

村田　龍雄 (草津クラブ・滋 賀) 43

山田　　清 (球 楽 会・神奈川) 44

石井　　清 (ＫＯＴＯＢＵＫＩ・東 京) 45

坂井　英二 (岩崎通信機・東 京) 46

林　　弘太 (ＴＴＣ浦和・埼 玉) 47

横井　良和 (横浜ベテラン会・神奈川) 48

増田　和雄 (新発田クラブ・新 潟) 49

中井　政雄 (ブルーグリーン・東 京) 50

須田　清一 (旭ＫＳ卓球クラブ・神奈川) 51

石見日出男 (個 人・東 京) 52

青木　勝幸 (南郷クラブ・長 野) 53

田村　健二 (横浜ベテラン会・神奈川) 54

高橋　利一 (北 ク ラ ブ・北海道) 55

野本　　翠 (タウンズエイト・千 葉) 56

山中　勝紀 (卓 翠 会・東 京) 57

平井　健昭 (横浜ラージ・神奈川) 58

小林　一男 (高松クラブ・岩 手) 59

北田　敏夫 (ＬＥ�ＣＯＵＲＳ・神奈川) 60

細野　淳一 (ともよ倶楽部・東 京) 61

西脇美智彦 (阿 見 卓 球・茨 城) 62

北條　昌弘 (東京ベテラン会・東 京) 63

大坂　正男 (横浜ベテラン会・神奈川) 64

田中　　鍛 (西東京クラブ・東 京) 65

1 唐橋　　博 (代々木クラブ・東 京)
2 粕谷　　繁 (う ら や す・千 葉)
3 平山　　繁 (個 人・東 京)
4 平泉　迪彦 (横浜ラージ・神奈川)
5 阿部　圭助 (利根卓伸会・茨 城)
6 小野塚章司 (ＶＥＧＡ�ＣＬＵＢ・千 葉)
7 新田　宏行 (ＢＲＩＴＺ・東 京)
8 坂居　俊治 (卓 楽 会・埼 玉)
9 久保　基弘 (個 人・東 京)
10 八木　一允 (都築ナイト・神奈川)
11 神崎　榮藏 (枡江卓球同好会・宮 城)

濱　　惣六 (岡谷雷鳥クラブ・長 野) 12
石山　　誠 (偉関ＴＴＬ・茨 城) 13
野中修一郎 (横浜ベテラン会・神奈川) 14
石井　和夫 (コスモスポーツクラブ・千 葉) 15
桑原　繁夫 (卓 楓 会・東 京) 16
石松　　巖 (岩 卓 会・埼 玉) 17
森　　幸男 (モリコースポーツ・京 都) 18
原田　純一 (文 京 若 葉・東 京) 19
水田　利和 (末 広 会・大 阪) 20
菅沼萬之助 (個 人・東 京) 21


