
男子シングルス７５　(М７５)
第１Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１４コート 第１０Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１８コート

1 渡辺  為久 栃の木会 栃木 冨樫  昭弘 沼津スターマイン 静岡 29

30

3 田村  延弘 沼津クラブ 静岡 原田  正 博多ベテラン会 福岡 31

2 山本  修久 チーム絆 大阪 出口  純一 平塚スマッシュ 神奈川

第２Ｇ　　２月１１日　１３時　１４コート 第１１Ｇ　　 ２月１１日　１５時　１５コート201
36

205
36

5 羽鳥  信雄 柏尾クラブ 32神奈川 伊藤  重夫 牛久ＳＣ 茨城

4 長島  修 新潟ドリーム 新潟

33

7 舩曳  静行 博多いいとも会 福岡 佐藤  雅計 市之倉クラブ 岐阜 34

6 田中  力 好卓会 岐阜 石原  勝巳 倉敷卓友会 岡山

第３Ｇ　　２月１１日　１３時　１５コート
101
36

102
37 第１２Ｇ　　 ２月１１日　１５時　１６コート

8 冨士川  勝 丸亀ＳＣ 香川 内川  隆雄 丸の内卓球クラブ 長野 35

第４Ｇ　　２月１１日　１３時　１６コート 第１３Ｇ　　２月１１日　１５時　１７コート

9 田村  迪明 苗卓会 北海道 山田信三郎 ＬＣＡ 北海道

10 佐々木秀男 牛久ＳＣ 茨城

36
301
36

303
38

赤石  三郎 かたくり 群馬 37

千葉クラブ 千葉 38

12 堂垣  秀康 豊岡４４クラブ 兵庫 和泉田俊一

11 伊藤  昌夫 ＴＩＳＳ 福島 大田口  和夫

奥州水沢 岩手 40

第５Ｇ　　２月１１日　１３時　１７コート
202
37

206
37 第１４Ｇ　　２月１１日　１５時　１８コート

チーム中山 新潟 39

13 萩原  正隆 市原ラージ 千葉 松森  功

土肥  数豊 翡翠 大阪 41

15 半田  明 日中卓球 東京

14 山田  吉彦 ジョイフル 静岡

児玉  秀雄 卓研会 愛知 42

402
38 宮川  光彦16 清水  雍夫 武生菊花クラブ 福井

401
36 501

37
第６Ｇ　　２月１１日　１３時　１８コート 第１５Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１６コート

萩中クラブ 東京 43

函館卓栄会 北海道 44

18 近藤  邦彦 刈谷ラージ 愛知 那須雄一郎

17 大西  晃 ナガオＳＣ 北海道 岩坂  達哉

ファインクラブ 鹿児島 46

第７Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１５コート
203
38

207
38 第１６Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１７コート

佐倉クラブ 千葉 45

19 斎藤  俊二 西東京クラブ 東京 村井  英弥

浅井  重信 福地クラブ 愛知 47

21 児玉  順一 チームＭＢＳ 千葉

20 川中  正明 チーム川中 富山

大泉  完治 ツクモカイ 埼玉 48

22 尾崎  義夫 下松オールスターズ 山口 石山  義栄 武生菊花クラブ 福井 49

第８Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１６コート 第１７Ｇ　　２月１１日　１６時１５分　１８コート302
37

304
39

23 塩出  濶敏 明日香 50

24 進藤  浩二 どんぐり 千葉 冨樫  睦雄 ゼフィルス 宮城

大阪 武藤  富三 大洋クラブ 茨城

51

52

第９Ｇ　　２月１１日　１４時１５分　１７コート
204
39

103
38 第１８Ｇ　　２月１１日　１７時　１６コート

26 原田  幸雄 三条クラブ 新潟 平島  昇 日田天領クラブ 大分 53

25 土居  輝昭 ＴＥＡＭ・あい 大分 七條  明 松原卓連 大阪

27 今村  敏夫 日立卓翔会 茨城 鈴木  敏雄 柳町 富山 54
208
39

竹内  則之 磐田ラリー 静岡 55

第１９Ｇ　　２月１１日　１７時　１７コート

金田  勉 新潟如水会 新潟 56

東京 57

坂田  正明 広島ＬＢチーム 広島 58

28 櫻井  晴一郎 白龍クラブ 静岡

森口  健二 尾山台クラブ


