
男子シングルス５０　(М５０)　（１）

第１Ｇ　　２月１３日　９時　　３８コート 第８Ｇ　　２月１３日　９時　　３９コート

1 山田  昭仁 井上卓球 静岡 今瀬  久典 ＳＴ 岐阜 22

23

3 吉田  政次 ＪＮＣ 千葉 村山  仁 柏崎ラージ 新潟 24

2 金田  省三 ダックベア 大阪 黒須  高明 ＺＥＲＯ 千葉

第２Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　３７コート 第９Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３７コート

4 山口  定春 東根ＬＢＣ 25

5 渡部  洋二 ＭＤ相模 神奈川 榎並  昭二 卓心会 栃木

山形 中尾  和博 麗翠会 鳥取

26

201
38

27

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　３８コート 第１０Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３８コート

7 道明  繁夫 菊友クラブ 愛知 齋藤  均 チーム山形 山形 28

6 吉田  好宏 ＯＶＥＲＬＩＧＨＴ 石川 杉山  稔 ｃｏｎｃｅｒｔｏ 静岡

第４Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　３９コート 第１１Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　３９コート

8 宮澤  剛 Ｃｌｏｕｄ　Ｎｉｎｅ 東京 大和田勇二 麻卓クラブ 神奈川
301
389 三浦  和利 ＶＩＮＴＡＧＥ 島根

29

小畑  光生 一条クラブ 京都 30

富山ブラック 富山 31

11 近藤  健二 閃光会 愛媛 岡田  博光

10 中村  雅樹 Ｓｐｉｃａ 奈良 林  慎二

直卓クラブ 福岡 33

第５Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　４０コート 第１２Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　４０コート

碓氷ファイターズ 群馬 32

12 武川  明光 佐久総合病院 長野 奥田  新吾
102
39

105
39

斉藤  朗 瑞穂クラブ 茨城 34

14 山口  義則 ＴＥＡＭ　山 岡山

13 濱田  順 ＴＴＣ・ＩＷＡＴＥ 岩手

大谷  聡 ほりたん 愛知 36

第６Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　４１コート 第１３Ｇ　　２月１３日　９時　　４０コート

佐藤  邦美 竹馬クラブ 福島 35

15 高橋  秀和 ファースト卓球スクール 東京

41
202
39

204

16 佐久田朝啓 サクダサンギョウ 沖縄

3817 高野  賢治 卓泳会 新潟

中井  一輝 ＹＯＮＲＯＫＵ 兵庫

山崎  良一 徳島倶楽部 徳島 37

田﨑  行宏 天狗乃舞 東京

39

103
40

18 増子  武治 喬徳会 栃木

第７Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　　４２コート

21 長谷川  司 ＴＣけんぶち 北海道

20 原澤  登 牛久ＳＣ 茨城

402401

501

決勝

39

19 石岡  智幸 五所川原立佞武多 青森

203
40

101
38

104
38

401
38

302
39



第２０Ｇ　　２月１３日　９時４５分　４１コート

42 森  正樹 ゼフィルス 宮城

加藤  則昭 トウエイカイ 群馬

中村  城児 ＴＥＡＭ　ＭＩＹＡＳＨＩＴＡ 宮崎 60

58

41 落合  芳和 栃木卓翔会

40

第２１Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３９コート

元嶋  徹 前田クラブ 北海道 59

61

205
38

207
40

45 岩田  守弘 スペシャルウィーク 和歌山

加藤  平喜 余目クラブ 山形

鈴木  真也 流山アストロズ 千葉

44 村上  裕二 Ｋｕｎｉ卓ＳＣ 東京

43 若山  雄二 国府クラブ 愛知

63

第２２Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　４０コート

大原  清海 日本原子力研究開発機構 福井 62

64

106
40

108
39

48 齊田  和久 ＳＥＩＺＡＮクラブ 熊本

澤田  俊也 一条クラブ 京都

横山  博美 Ｊａｔｃｏ 静岡

47 大津  清一 常北クラブ 茨城

46 原  健一 日本ＴＩ 福島

66

第２３Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　４１コート

佐藤  和成 プラムＭＩＴＯ 茨城 65

67

303
40

304
41402

ヨーラ宇都宮 栃木

田中  浩一 閃光会 愛媛

40

50 渡辺  満 神山ＴＴＣ 青森

49 不破  政和 千葉クラブ 千葉

52 伊藤  展康 ＫＴＧクラブ 埼玉

69

第２４Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　４２コート

田中  登 柏崎市役所 新潟 68

友井  武志 ＰＰＤ 愛知 70

109
40

107
38

51 木原  順一 Ｅｎｊｏｙ 鳥取

卓魅の華 大阪 71

54 村松  禎雄 マーキュリー 静岡 相模台クラブ 神奈川 72

53 杉山  貴 大北愛球 長野

岩手 73

57 倉田  一雄 チームマツモト 京都

56 長尾  正治 卓精会 東京

55 田  健二 刈谷サタデークラブ 愛知

田口  淳 チームオルガ 岡山 74

遠藤  一之 天狗乃舞 東京 75

第１９Ｇ　　２月１３日　９時　　４２コート

男子シングルス５０　(М５０)　（２）

第１４Ｇ　　２月１３日　９時　　４１コート

第１５Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　４１コート

第１６Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　４２コート

第１７Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３７コート

第１８Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　３８コート

第２５Ｇ　　２月１３日　９時４５分　　４２コート

中野  哲雄

佐々木伸人 モーモー

奥村  智

児玉  敦吏

206
39

208
41

栃木

山本  保 ななおクラブ 石川


