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菅原  紘一 チーム山形 山形 59

大橋  哲二 吉備卓心会 岡山 60

間瀬  浩直 ＳｔｒｉｋｅｒＳ 東京

中泉  仁 龍卓会 茨城 58

第２０Ｇ　　２月１３日　９時　　１７コート

57

第１９Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　１７コート

杉木　勤 焼津市役所 静岡 55

26 藤村  茂樹 一生会 山口

25 大貫  憲司 ヨーラ宇都宮 栃木

箱崎  英明 因卓 広島 56

第９Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　１６コート
102
15

山﨑  正貴 柏崎Ｄｒｅａｍ 新潟 54

日暮  晋一 逆井卓修会 千葉 53

24 平山  圭 ＳＥＩＺＡＮクラブ 熊本

第８Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　１５コート 第１８Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　１６コート

荒河  哲史 ｓｍｉｌｅ　ｍｏｎｋｅｙ 兵庫 52

23 石田  正貴 ＫＯＩＴＯ 静岡

22 石元  信日 中原クラブ 神奈川
15 17

松野  善明 アローズ 神奈川 51

山本  健史 Ｎ・Ｅ・Ｏ 福島 50

21 橋爪  充裕 ＢＲＩＴＺ 東京

第７Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　１４コート 第１７Ｇ　　２月１３日　９時　　１６コート

田中  敬大 青卓会 高知 49

20 岡田  学 かほく市卓球協会 石川

19 五十嵐寛之 さくらクラブ 宮城

15 田原比佐志

江戸  啓城 亀井チャレンジ 岐阜 48

松浦  真史 ㈱不二越 富山 47

18 岩田  大志 明誠アスリート 愛知

小管  清彦 卓球ラウンジぴんぽん 東京 46

17 齋田  和也 龍卓会 茨城

16 田窪  竜治 上六卓球クラブ 大阪

第６Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　１３コート 第１６Ｇ　　２月１３日　９時　　１５コート

本田  朝樹 卓泳会 新潟 45

大出  恭平 Ｓｕｎ　Ｆｒｉｅｎｄｓ 茨城 44

米田  亮 米田道場 愛知 42

井上卓球 静岡

第５Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　１７コート 第１５Ｇ　　２月１３日　９時　　１４コート

高橋  智宏 夕凪クラブ 秋田 43

14 煤賀  慎一 Ｂａｍｂｉ 千葉

13 難波  章 呉夢ＴＴＣ

12 大村  慶介 グリーンワールド 秋田

広島

202
15

206
15

第４Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　１６コート 第１４Ｇ　　２月１３日　９時　　１３コート

望月  滋弘 ファースト卓球スクール 東京 40

11 横田伊太郎 大野クラブ 福井

10 山口  賢治 所沢市役所 埼玉

坂田  信明 大柿クラブ 広島 41

今野  正 スマイル会 山形 39

宇津宮和孝 フォレストＴＴＣ 佐賀 38

9 大塚  育慶 翔和クラブ 岡山

301
14

303
16

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　１５コート 第１３Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　１５コート

長岐  伸高 あっちょんぶりけ 神奈川 37

8 宇佐美  裕 個人 愛知

7 小出  辰也 Ａ．Ｊ．Ｃ．Ｃ 神奈川

101
14

103
16

36

福原  一郎 千曲クラブ 長野 35

6 長尾  正人 ＪＲ東日本高崎 群馬

5 和木  隆一 ＲＡＬＬＹ－Ｏ・Ｎ 大分

青木  義一 小野田青友会 山口

4 遠藤  仁 ＲＩＳＩＮＧ山形 山形

第２Ｇ　　２月１２日　　１５時４５分　１４コート 第１２Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　１４コート

渡辺  陽平 ヨーラ宇都宮 栃木 34

201
14

205
14

32

3 藤澤  一城 球心会 奈良 増田  一憲 マーキュリー 静岡 33

2 今井  和照 桜球 新潟 新開  隆史 ＦＬＹＩＮＧ　ＣＡＴＳ 大阪

男子シングルス４０　(М４０)

1 藤本  武司 ニッタクサンフレンド 東京 香坂  亮志

第１Ｇ　　２月１２日　　１５時４５分　１３コート 第１１Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　１３コート

天狗乃舞 東京 31

27 小幡  和弘 三沢市卓球協会 青森

30 端崎  秀一 菁莪 富山

第１０Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　１７コート

28 後藤  幸希 ＭＡＹ　ＹＯＵＮＧ 東京

29 佐々木光彦 宮古クラブ 岩手


