
斎藤  洋次 世田谷クラブ 東京

石井  博雄 秋田卓球会館 秋田

萩野  一也 一桜縁 三重

高橋  正智 ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ 新潟

浦丸  和喜 博多ベテラン会 福岡

木村  里司 ターゲット 茨城

福島

小松  孝次 花野井クラブ 千葉

齋藤  茂 東根ＬＢＣ 山形

鈴木  正則 Ｓ．Ｔ．Ｃ

油本  秀次 新新倶楽部 富山

植松  忠司 羽曳野ラージ 大阪

第３Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　７コート

25

工藤  雅弘 チームナラオカ 青森

28

6

7

8

9

10

12

13

14

15

27

金光  博美 Ｋクラブ 山口

堀田  祐雄 ほりたん 愛知

宮地  勝夫 Ａマインド

第６Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　６コート

第７Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　７コート

第８Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　８コート

16

18

19

20

21

22

中道  則男 南加賀クラブ 石川

伊籐  哲也 増林ラージ 埼玉

松本  茂樹 チームマツモト 大阪

高山  悦次 ＴＴＣ岡谷 長野

香川  浩幸 厚友会 北海道

第４Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　８コート

第５Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　９コート

香川

熊本

男子シングルス６０　(М６０)

1 戸髙  嘉文 かぼすくらぶ 大分 足立  実行

第１Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　５コート 第１０Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　５コート

卓精会 東京 29

5 清水  栄治 高倉クラブ 神奈川

30

3 米村慶一郎 高島クラブ 岡山 桑田  皇人 セントラル 北海道 31

2 栗林  淳 流山アストロズ 千葉 山下  敬一 熊本ＥＡＳＴ

第２Ｇ　　２月１２日　１５時４５分　６コート

第１１Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　６コート

岡田  徹 斐川クラブ 島根 32

4 千田  司 奥州クラブ 岩手
205

34

上田  順康 奈良ベテラン会 奈良 33

奈良岡  克彦 チームナラオカ 青森

第１２Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　７コート

山崎  和博 フリーダム 新潟 35

柾谷  孝志 しんきゅうかい 埼玉 37

矢取  雅秀 ホシザキ 愛知 36

第１３Ｇ　　２月１３日　９時　　５コート

浦入  賢一郎 鴨沂クラブ 京都 38

11

由利  英治 スカイ倶楽部 秋田 40

坂本  憲一 ＣＯＬＯＲ 神奈川 39

鈴木  秀文 牛久ＳＣ 茨城

第１４Ｇ　　２月１３日　９時　　６コート

東  龍太郎 ターゲット 茨城 41

平  好典 玖珠クラブ 大分 43

上田  広司 星球会 富山 42

吉野  雅之 つばさクラブ 山形 44

17

亀石  章広 丸亀ＳＣ 香川 46

橋本  明夫 あすなろ 神奈川 45

23

小林  紀雄 吉田クラブ 広島 52

平田  勝 白山クラブ 石川 51向山  功 ＨＹＯＧＯラージ 兵庫

松岡  信也 上卓 神奈川24

302
7

304

26 釋迦郡一雄 Ｓｈａｋａ　Ｔａｋｕ 大阪 54

第９Ｇ　　２月１２日　１６時３０分　９コート
204
10

鈴木  好 ゼフィルス 宮城 58

安藤  幸一 市之倉クラブ 岐阜

鰺岡  正明 北海道アスティーダ 北海道 56

第１９Ｇ　　２月１３日　９時　　９コート

55
208
9

9

星野  和彦 粕遊部 群馬 57

第１８Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　９コート

佐久間昌弘 究極 福島 53

7

5

102

第１７Ｇ　　２月１２日　１７時１５分　８コート

池田  洋 牛久ＳＣ 茨城 50

第１６Ｇ　　２月１３日　９時　　８コート

岩佐  重久 ＲｉｓｉｎｇＮｉｉｇａｔａ 新潟 47

田畑  淳一 ＲＡＬＬＹ－Ｏ・Ｎ 大分 49

森下  正 流山アストロズ 千葉 48

第１５Ｇ　　２月１３日　９時　　７コート

6

103

202
8

203
9

6

206
7

207
8

301
6

303
8

401 402
5017 9
8

101
5

201


