
一般男子シングルス (М一般)　　(１)
第１Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２２コート 第１０Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３１コート

1 池田  亘通 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 神奈川 今井  佑記 ＹＫＫ 富山 29

埼玉 31

2 小野瀬和男 東信センター 長野 大石  拓未 豊田卓球クラブ 静岡 30

3 柿平  格 椿 愛知 塩野  真人 Ｔａｃｋ

第２Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２３コート

第１１Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２３コート4 宮下慎太郎 ＴＥＡＭ　ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ 宮崎

5 てるくらぶ 大阪 33

大矢  将之 香川県庁 香川 32

西原  孝

201
22

205
26

奥山  慎也

菊地  弘樹 モーモー 岩手 34

7 第１２Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２４コート

101
30

102井野上賢太 球友クラブ 茨城

6

31

武田  真悟 ＯＮＥ　ＬＩＮＫ 広島 36

村瀬  貴斗 ガイラ 愛知 35

倉田  裕也 ＴＥＡＭ’９３ 兵庫 38

髙橋  治 ウイニングクラブ 東京 37

第１３Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２５コート

第１４Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２６コート

鈴木  圭介 ＳＡＮＫＹＯ 福島 39

岡部  駿 Ｆ・Ａ 山形 42

亀井  健太郎 亀井チャレンジ 岐阜 41

吉田  優介 逆井卓修会 千葉 40

倉富  隆大 ＫＴＡ立川 東京 44

角  正平 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 東京 43

第１５Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２７コート

永井  卓弥 都クラブ 京都 46

第１６Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２８コート

谷口  勲 Ｊ－Ａｃｔｉｖｅ 石川 45

岩越  陽平 さくらやま 愛知 48

國松  優太 国松企画 高知 47

山添  良太 城卓隊 鳥取 58

55

第１９Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３１コート

愛知 50

49

上野  顕 六ヶ所スポーツ協会

横幕  勝治 みつのきＴＴＣ

塙  悠太 球友クラブ 茨城

第１７Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　２９コート

富山 52

青森 51

新保  稔成 高岡ウィング

宮崎  繁 ｉｒｕｉｒｕ 埼玉 57

安藤  卓志 安藤塾 宮崎 56

53

松堂  義孝 上卓 神奈川 54

筒井  惇明

第９Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　３０コート

第１８Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３０コート

南  勝俊 香芝クラブ 奈良

Ｂｕ－Ｂｕ 愛媛

星野  渉 武井紙業クラブ

18

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8

ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ

大須賀  匠 自由クラブ

群馬

27

28

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２４コート

第４Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２５コート

第５Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２６コート

第６Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２７コート

第７Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２８コート

第８Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　２９コート

23

24

25

26

19

20

21

22

脇田  郁弥 日曹 富山

東京

相馬  尚樹 小瀬クラブ 奈良

武江  晃生 柏崎Ｄｒｅａｍ

瀧澤  光功 ｉｒｕｉｒｕ 埼玉

丸山  明彦

広商クラブ 広島

星加  拓人 チームＪ新居浜 愛媛

岩城  憲和 卓笑 大阪

遠藤  一希 チーム山形 山形

堀内  勇作 侍 静岡

大熊  拓也 ベアーズ 千葉

鈴木  佑介 ニッタククラブ 北海道

斎藤  宏樹 福卓クラブ 京都

柏  達己 Ｔｅａｍ　Ｋ 茨城

川島  弘行 卓球家 香川

髙橋  耀 Ｐ．Ｐフレンズ 宮城

成冨  晃司 代々木クラブ 東京

302
23

204
25

平塚  拓也 みつのきＴＴＣ 愛知

近藤  直人 ＪＯＫＥＲ 岐阜

川島  慶悟 美しが丘クラブ 神奈川

木村  薫 弘前卓球協会 青森

静岡

22

203
24

207
28

304
25

新潟

303
24

301
22

202
23

401
22 501

402
23

206
27

103
30

208
29

501 502

601

決勝

23



第２０Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２２コート 第２９Ｇ　　２月１３日　９時　　２４コート

59 石田拳志郎 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 東京 坂又  久善 ＷＥＳＴ 富山 86

87

61 上本  雅明 広商クラブ 広島 佐久間勇歩 上卓

60 山村  聖輝 日曹 富山 矢田部健太 シップ 島根

小口  悠介 ＳＰＣ 茨城 89

神奈川 88

第２１Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２３コート 第３０Ｇ　　２月１３日　９時　　２５コート

62 中川  正博 ダイナミック 奈良 209
30

213
24

後藤  大二 みつのきＴＴＣ 愛知 91

第２２Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２４コート 第３１Ｇ　　２月１３日　９時　　２６コート

橋本  卓央 いわき卓球 福島 90

64 加藤  広敏 チームＪ新居浜 愛媛

63 井伊谷拓真 ヤマ発 静岡

104
31

葛西  憲人 チームＭＢＳ 千葉 92

66 勝目  夏樹 安藤塾 宮崎

65 三上  泰輝 弘前ラージ 青森 305

橋田  亮一 小瀬クラブ 奈良 94

第２３Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２５コート 第３２Ｇ　　２月１３日　９時　　２７コート

増田優津樹 焼津市役所 静岡 93

67 伊藤  大博 美しが丘クラブ 神奈川

26

渡辺  貴史 杜卓球クラブ 東京 95

69 伊藤  頼人 香里クラブ 京都

68 半澤翔太郎 赤翔馬 千葉

髙畠  信弘 香川県庁 香川 96

高島  良平 小浜クラブ

70 三枝  晃記 みつのきＴＴＣ 愛知 山本  絢斗 亀井チャレンジ

兵庫 99

静岡 100

岐阜 97

第２４Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２６コート 第３３Ｇ　　２月１３日　９時　　２８コート

塩野  吉紀 ｉｒｕｉｒｕ 埼玉 98

72 中島  悠希 鎌田クラブ 長野

71 宮澤  淳 ＪＲ東日本高崎 群馬

伊丹  啓人 ＭＡＫ　ｃｈｉｃｋｅＮ 徳島 101

73 吉田  任宏 阿部繁孝商店 岩手

74 秋元  龍也 逆井卓修会 千葉

大江新之介

第３４Ｇ　　２月１３日　９時　　２９コート

自由クラブ

第２５Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２７コート
24 215

26

103

第２６Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２８コート 第３５Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　２９コート

白井  寛之 柏崎Ｄｒｅａｍ 新潟 102

76 高浦  育 柏崎Ｄｒｅａｍ 新潟

75 中村  祐斗 ＴＡＫＵＹＡ 愛知

永井  一喜 ヨーラ宇都宮 栃木

211
22

中田  達也 戸出クラブ 富山 104

78 國岡  和貴 香川県庁 香川

77 角  大和 和商クラブ 和歌山

吉松  一樹 アトラス卓球クラブ 福岡 105
308
29

80 松岡  真也 ＴＥＡＭＺＥＲＯ 東京

106

第２７Ｇ　　２月１３日　９時　　２２コート 第３６Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３０コート

景由  俊之 絆 大阪 107

79 小島  克之 しんきゅうかい 埼玉 完山  宗士 米田道場 愛知

306
27

第２８Ｇ　　２月１３日　９時　　２３コート 第３７Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３１コート

河合  優太 チーム山形 山形 108

82 鈴木  秀典 紋別卓球協会 北海道

81 三枝  泰司 明誠アスリート 愛知

23

84 小堀  健太 球友クラブ 茨城

83 内田  康裕 ニッタク大阪サンフレンド 大阪

松原  雅己 Ｃｈｏｃｏｌａ 神奈川 112

木原  寛太 青翔開智 鳥取 111

85 稲見  宇喬 亀井チャレンジ 岐阜

武田  麗 フォーネット 愛媛 110

105
30

216
27

212

307
28

214
25

210
31

403
24 502

404
25

一般男子シングルス (М一般)　　(２)

深野  翔也 ＴＥＡＭ　ＪＯＯＬＡ 東京 109


