
25

男子シングルス６５(Ｍ６５) (1)

第１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３６コート 第８Ｇ　　２月１１日　１３時　４２コート

1 井上  啓 井上卓球 静岡 田中  敏朗 ＪＦＥ 新潟 23

4 中島  弘行 オレンジ松本 長野

みらいグラブ 茨城 24

3 友田  忠明 福卓クラブ 京都 山本  忠夫

2 増田  健一 卓精会 東京 松谷  昇

ＧＴＴＣ 愛知

第２Ｇ 　２月１１日　１３時　３６コート 第９Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３７コート203
10

5 横山  俊秀 オリオンクラブ 茨城
201
8 柳  良一 フレンズおのだ 山口 26

6 杉浦  泰史 刈谷ラージ 愛知 山本  昇 清水ラージ 静岡 27

28

第３Ｇ　　２月１１日　１３時　３７コート
101
8 104

11
8 白木  久光 敦賀卓健クラブ 福井

第１０Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３８コート

7 土井  博文 倉吉ベテラン会 鳥取 櫻田  泰造 ＺＥＲＯ 千葉

29

10 宅原  清治 栃木クラブ 栃木 宮脇  京治 小江戸ラージ 埼玉 30

9 宮澤  則夫 ゼフィルス 宮城 鈴木  則行 函ラジ８ 北海道

第４Ｇ　　２月１１日　１３時　３８コート
佐々木正善 宮古かもめクラブ 岩手 31

302
9

12 尾山  正人 円卓会 富山
401
8

11 松下  浩 明誠クラブ 愛知
301
8

第１１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　３９コート
13 田端  誠 四つ葉クラブ 山口

中山  清司 西東京クラブ 東京 32

第５Ｇ　　２月１１日　１３時　３９コート
102
9

大場  鉄也 浜松ベテラン会 静岡 33

14 藤本  裕三
兵庫 34

15 菊池  義弘 球友クラブ 茨城

翡翠 大阪
宮崎  治 個人

第１２Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　４０コート

第６Ｇ　   ２月１１日　１３時　４０コート 202
9 壽  久文 豊肥クラブ 大分

16 山本  淳二 ＳＥＩＺＡＮクラブ 熊本
105
12

35

17 橋本  藤視 大月市卓球連盟 山梨
河又  秀雄 栃木卓翔会 栃木

新潟 37

19 大槻  力也 たんぽぽ 福島

36

18 佐々木達志 北海道アスティーダ 北海道
204
11 三浦  洋 謙信上越

第７Ｇ　　２月１１日　１３時　４１コート
103
10 第１３Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　４１コート

20 日浦  孝治 チームＨＩＵＲＡ 徳島 近藤  祐司 しらさぎ 徳島 38

21 峠  一男 卓和ク 新潟 片山  一郎

40

決勝

501

9

チーム亀岡 茨城 39

22 石田  信男 チームＭＢＳ 千葉 桜井  規詞 ぬかクラブ 石川

401 402



男子シングルス６５(Ｍ６５)　（２）

第１４Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　４２コート 第２０Ｇ　　２月１１日　１５時　４２コート

69

42 松本益次郎 金沢大浦ラージ 石川 山下  秀文 甲卓会 滋賀 60

41 是常浩一郎 ポパイ 兵庫 山勢  和幸 チームＨＩＵＲＡ 徳島

61

第１５Ｇ　　２月１１日　１５時　３７コート
108
10 第２１Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３６コート205

8
44 三澤  嘉幸 会津クラブ 62福島 斎藤  信夫 西東京クラブ 東京

43 小豆畑  正 チームカワサキ 茨城 柴  厚行 清水ラージ 静岡

63

46 足立  安隆 福岡中央ラージ 福岡 岡田  和幸 ＪＦＥ 新潟 64

45 萩埜  顕仁 栃木卓翔会 栃木 三谷  彰良 福山ラケットクラブ 広島

第１６Ｇ　　２月１１日　１５時　３８コート
106
8

207
10 第２２Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３７コート

47 小倉国由紀 明卓会 神奈川 山田  和夫 水都クラブ 岐阜

ＳＡＮＫＹＯ 福島

65

48 霜垣  文雄 十日町ク 新潟 園部  弘一 球友クラブ 茨城 66

50 馬場  正洋 西東京クラブ 東京

67

第１７Ｇ　　２月１１日　１５時　３９コート
109
11 第２３Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３８コート303

10
304
11

弘光  利彦 四国銀行 高知 68
402
10

49 石岡  斉 井上卓球 静岡 小豆畑信之

高橋  正芳 千葉ラージ 千葉 70

第１８Ｇ　　２月１１日　１５時　４０コート
107
9 第２４Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　３９コート

目谷  幸雄 ぬかクラブ 石川 69

52 池田  英男 個人 北海道

51 稲垣  滋彦 磐田ラリー 静岡

坂上  哲男 水俣卓協 熊本 71

54 渡邉  洋文 ＧＲＣ 群馬

53 山﨑  明 新発田クラブ 新潟

森山  強 小出クラブ 新潟 73

第１９Ｇ　　２月１１日　１５時　４１コート
110
12 第２５Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　４０コート

下田  真之 星球会 北海道 72

55 松原  秀行 美祢卓 山口
206
9

74

57 飛坂  一幸 鯖江ベテラン会 福井

56 伊藤  幹夫 ＧＴＴＣ 愛知

58 金子  明史 チームＭＢＳ 千葉
208
11

斉藤  秀人 Ｔｗｉｎｋｌｅ 茨城

島田  英雄 Ｓｈａｋａ　Ｔａｋｕ 大阪 76

第２６Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　４１コート

秋山  雅彦 Ｊａｔｃｏ 静岡 75

林  朋実 卓精会 東京 79

横田  貞義 スリースター 山口 77

永草  正人 春日井ラージ 愛知 78


