
第9コート 第13コート

（美鷹クラブ）
2 （青梅クラブ）

（新星クラブ）
（八潮フレンズ） 第13コート

第10コート

第14コート

第10コート 0
（球友会）
（チューリップ）

0

2 第14コート

第11コート

（菜の花） 2
（ジャガークラブ） 0

2 ■１２ブロック 第15コート

0
第11コート

0

1
第15コート

1
第12コート

（卓風会）
（トマト倶楽部）

1

第16コート

第12コート

0

第16コート

植松　　　須藤 （川口コスモス）

松村　　　飛田 （ITC）

久保　　　斉藤

（チームＳＩＧＥ）

（カメラード）

松本　　伊佐治 （ヴィッキーズ）

安野　　　村里

（オアシスクラブ）

西村　　　西村 （エリチェTK）

紫藤　　　佐伯 （卓酔会）

大島　　　平澤 （カメラード）

恩田　　　小林 （コピンクラブ）

市川　　　石田 （卓誠会）

木梨　　　秋山 （スペースフレンドクラブ）

奈良　　　金子 （万年青クラブ）

渡辺　　　須田 （SAT）

（クローバー）

山下　　　渡辺 （フルセット）

黒須　　　山口

（芝大門クラブ）

大橋　　　蓮沼 （新里クラブ）

（カメラード）

片岸　　　成島

中村　　三ツ本 （武里団地）

小松　　　深山

島田　　　小川 （川口コスモス）

宮内　　　宮内 （ローリガン）

決勝トーナメント
９～１２コート

宮内　　　荒木 （せっさ卓ま）

川上　　　島田 （ＮＢ倶楽部）

宮井　　　俊野

（モンテール）

星　　　　穴原 （菜の花）

池田　　　池田 （卓友会）

菅野　　　井上 （富士クラブ）

亀澤　　　永脇 （ＴＴＣ）

髙橋　　　堀川 （ｏｎｅ’ｓモア）

山田　　　石井 （カメラード）

山本　　　菊地 （ＴＦＤ）

納谷　　　鈴木 （コピンクラブ）

伊藤　　　柴崎 （Ｔ．とよさと）

鈴木　　　西川 （芝大門クラブ）

中澤　　　金子

栗栖　　　増渕

鈴木　　　山出

（ＧＲＯ）

（パステル）

（卓風会）

隆　　　　今井

阿久津　吉田

吉田　　　野口 （ＪＮＣ）

横井　　　菅野

金子　　　池田 （オレンジ）

南部　　　南部

長谷川　　内田 （伊奈クラブ）

安達　　　村山 （稲城卓連）

（カメラード）

田中　　　桑名 （タートルズ）

井田　　　井田 （万年青クラブ）

宮崎 　　田中 （ＧＲＯ）

（オアシスクラブ）

堀田　　　藤井

（卓風会）

大和　　　大和 （八潮フレンズ）

小高　　　吉田 （TTC）

穴原　　　北原

戸澤　　　加藤

東海林 東海林 （HSC）

（あすなろ）

狩野　　　桜木

■８ブロック

■９ブロック

■１０ブロック

三澤　　　花木

大島　　　坂口 （安行卓球）

大川　　　浅井 （卓和クラブ）

小松　　　駒場 （富士クラブ）

ベテラン   1位グループ　決勝トーナメントその１

■１ブロック

■２ブロック

■３ブロック

■４ブロック

■５ブロック

吉村　　　寺川 (モンテール）

■１１ブロック

長谷川　　関

■６ブロック

■７ブロック

■１３ブロック

■１４ブロック

■１５ブロック



第17コート 第21コート

（足立卓誠会）
（プルメリア）

第17コート 第21コート

0 1

第18コート 第22コート

2

(ＴＴＣ）
(コピンクラブ)

第18コート 0 第22コート

1

第19コート 第23コート

2

1
第19コート 第23コート

0

第20コート 1 第24コート

0

（コピンクラブ）
（アリエス）
（カシオペア）

第20コート （八潮フレンズ）

高橋 　　　　　栗林
堀川 　　　　　新保

沼口　　　椎野 （青木クラブ）

決勝トーナメント
９～１２コート

ベテラン   1位グループ　決勝トーナメントその２

■１６ブロック

下　　　　松澤 （ＢＭＣ）

穐山　　　戸張 （勇翔倶楽部）

独古　　　独古 （カメラード）

布谷　　　沢田 （万年青クラブ）

■1７ブロック

梅津　　　菊地 （城山クラブ）

塩田　　　槙島 （ヴィッキーズ）

桑原　　　山下 （モンテール）

■18ブロック

山本　　　佐藤

森　　　　森 （富士クラブ）

平野　　　篠崎 （武里団地卓球同好会）

（フルセットＡ）

安達　　　佐藤

■19ブロック

堀米　　　石原 （カメラード）

原田　　　田野

幕内　　　篠川 （オアシスクラブ）

（西新井クラブ）

鵜飼　　　松田 （クローバー）

■20ブロック

関田　　　石塚 （芝大門クラブ）

佐藤　　　小堀 （モンテール）

藤井　　　岩田 （ＺＥＢＲＡ）

坂牧　　　阿部 （万年青クラブ）

■21ブロック

伊藤　　　高橋 （伊奈クラブ）

飯田　　　船津 （手児奈会）

国友　　　国友 （万年青クラブ）

大貫　　　平井 （ＧＲＯ）

■22ブロック

小原　　　川上 （エリチェＴＫ）

井上　　　浅井 （富士クラブ）

古川　　　古川 （卓風会）

関川　　　大橋 （友星クラブ）

■23ブロック

中本　　　橋本 （卓誠会）

黒田　　　細尾

鈴木　　　和田 （ＮＢクラブ）

（藤久保卓球）

山田　　　石原 （モンテール）

■24ブロック

栗林　　　新保

熊野　　　今田

間宮　　　金子

■26ブロック

（カメラード）

及川　　　岩澤 （安行卓球）

梅澤　　　松本 （コピンクラブ）

■25ブロック

（行徳クラブ）

中川　　　井上 （ローリガン）

岩井　　　神原 （丸子橋）

山岸　　　遠藤 （モンテール）

中川　　　上野 （芝大門クラブ）

金内　　　浜岡 （アリス）

藤井　　　大西 （富士クラブ）

渋谷　　　村田 （ＴＴＣ）

■27ブロック

高橋　　　吉瀬 （川口コスモス）

萩元　　　萩元 （ＨＳＣ）

牧野　　　渡辺 （カメラード）

中田　　　川合 （オアシスクラブ）

■28ブロック

小山　　　満田 （ＩＴＣ）

川内　　　斉藤 （モンテール）

小浜　　　山田 （クローバー）

小久保　　田島 （卓和クラブ）

（カメラード）

■29ブロック

湯沢　　　浅川 （Ｚ倶楽部）

渡辺　　　日高 （ＩＴＣ）

関口　　佐々木 （八潮フレンズ）

貫井　　　稲垣 （町友会）

増田　　佐久間

鈴木　　　奥村

工藤　　　猪谷 （ヴィッキーズ）

■30ブロック

石川　　　松本 （浦安マリナイースト）

高橋　　　横尾

決勝

その１ その２



第9コート 第13コート

（美鷹クラブ）
（青梅クラブ）

0

（新星クラブ） 2
（八潮フレンズ） 第13コート

第10コート 1

1

第14コート

第10コート

（球友会）
（チューリップ）

0

第14コート

第11コート

（菜の花） 1
（ジャガークラブ） 0

■１２ブロック 第15コート

第11コート

0

第15コート

第12コート

（卓風会）
（トマト倶楽部）

1
第16コート

第12コート 2

0

0

0 第16コート

納谷　　　鈴木 （コピンクラブ）

山田　　　石井 （カメラード）

山本　　　菊地 （ＴＦＤ）

島田　　　小川 （川口コスモス）
■１５ブロック

髙橋　　　堀川 （ｏｎｅ’ｓモア）

菅野　　　井上 （富士クラブ）

大橋　　　蓮沼 （新里クラブ） 亀澤　　　永脇 （ＴＴＣ）

黒須　　　山口 （チームＳＩＧＥ）

山下　　　渡辺 （フルセット） 池田　　　池田 （卓友会）

安野　　　村里 （クローバー）
■１４ブロック

■７ブロック
星　　　　穴原 （菜の花）

松本　　伊佐治 （ヴィッキーズ） 小松　　　深山 （モンテール）

久保　　　斉藤 （カメラード） 中村　　三ツ本 （武里団地）

松村　　　飛田 （ITC） 片岸　　　成島

渡辺　　　須田 （SAT）
■１３ブロック

■６ブロック
宮内　　　荒木 （せっさ卓ま）

奈良　　　金子 （万年青クラブ） 井田　　　井田 （万年青クラブ）

木梨　　　秋山 （スペースフレンドクラブ） 栗栖　　　増渕 （カメラード）

植松　　　須藤 （川口コスモス） 金子　　　池田 （オレンジ）

大和　　　大和 （八潮フレンズ）

■５ブロック
長谷川　　内田 （伊奈クラブ）

小高　　　吉田 （TTC） 中澤　　　金子 （オアシスクラブ）

穴原　　　北原 鈴木　　　西川 （芝大門クラブ）

西村　　　西村 （エリチェTK） 伊藤　　　柴崎 （Ｔ．とよさと）

狩野　　　桜木 （オアシスクラブ）
■１１ブロック

■４ブロック
宮井　　　俊野 （カメラード）

三澤　　　花木 （あすなろ） 川上　　　島田 （ＮＢ倶楽部）

東海林 東海林 （HSC） 南部　　　南部 （芝大門クラブ）

戸澤　　　加藤 堀田　　　藤井 （卓風会）

大川　　　浅井 （卓和クラブ）
■１０ブロック

■３ブロック
安達　　　村山 （稲城卓連）

大島　　　坂口 （安行卓球） 宮崎 　　田中 （ＧＲＯ）

小松　　　駒場 （富士クラブ） 横井　　　菅野 （卓風会）

吉村　　　寺川 (モンテール） 田中　　　桑名 （タートルズ）

■２ブロック
吉田　　　野口 （ＪＮＣ）

長谷川　　関
■９ブロック

市川　　　石田 （卓誠会） 阿久津　吉田 （パステル）

恩田　　　小林 （コピンクラブ） 隆　　　　今井 （ＧＲＯ）

宮内　　　宮内 （ローリガン）

大島　　　平澤 （カメラード） 鈴木　　　山出

ベテラン   2位グループ　決勝トーナメントその１

■１ブロック 決勝トーナメント
１３～１６コート

■８ブロック

紫藤　　　佐伯 （卓酔会）



第17コート 第21コート

（足立卓誠会）
（プルメリア）

0 1

第17コート 第21コート

第18コート 第22コート

2 1

(ＴＴＣ）
(コピンクラブ)

第18コート 0 第22コート

1

第19コート 第23コート

0
第19コート 第23コート

2

0
第20コート 1 第24コート

1

（コピンクラブ）
（アリエス）
（カシオペア）

第20コート （八潮フレンズ）

川上 12 10 　梅津
島田 12 10 　菊地

9 11
5 11

14 12
山田　　　石原 （モンテール）

黒田　　　細尾 （藤久保卓球）

鈴木　　　和田 （ＮＢクラブ）

■23ブロック
鈴木　　　奥村

中本　　　橋本 （卓誠会）

貫井　　　稲垣古川　　　古川 （卓風会） （町友会）

関川　　　大橋 （友星クラブ） 増田　　佐久間

石川　　　松本 （浦安マリナイースト）

井上　　　浅井 （富士クラブ） 高橋　　　横尾 （カメラード）

■22ブロック ■30ブロック

小原　　　川上 （エリチェＴＫ）

関口　　佐々木 （八潮フレンズ）

大貫　　　平井 （ＧＲＯ） 工藤　　　猪谷 （ヴィッキーズ）

国友　　　国友 （万年青クラブ）

湯沢　　　浅川 （Ｚ倶楽部）

飯田　　　船津 （手児奈会） 渡辺　　　日高 （ＩＴＣ）

■21ブロック ■29ブロック

伊藤　　　高橋 （伊奈クラブ）

小浜　　　山田 （クローバー）

坂牧　　　阿部 （万年青クラブ） 小久保　　田島 （卓和クラブ）

藤井　　　岩田 （ＺＥＢＲＡ）

（ＩＴＣ）

佐藤　　　小堀 （モンテール） 川内　　　斉藤 （モンテール）

■20ブロック ■28ブロック

関田　　　石塚 （芝大門クラブ） 小山　　　満田

（カメラード）

鵜飼　　　松田 （クローバー） 中田　　　川合 （オアシスクラブ）

幕内　　　篠川 （オアシスクラブ） 牧野　　　渡辺

高橋　　　吉瀬 （川口コスモス）

原田　　　田野 （西新井クラブ） 萩元　　　萩元 （ＨＳＣ）

■19ブロック ■27ブロック

堀米　　　石原 （カメラード）

（富士クラブ）

安達　　　佐藤 渋谷　　　村田 （ＴＴＣ）

平野　　　篠崎 （武里団地卓球同好会）

中川　　　上野

藤井　　　大西

（芝大門クラブ）

森　　　　森 （富士クラブ） 金内　　　浜岡 （アリス）

■18ブロック ■26ブロック

山本　　　佐藤 （フルセットＡ）

岩井　　　神原 （丸子橋）

桑原　　　山下 （モンテール） 山岸　　　遠藤 （モンテール）

塩田　　　槙島 （ヴィッキーズ）

（行徳クラブ）

梅津　　　菊地 （城山クラブ） 中川　　　井上 （ローリガン）

沼口　　　椎野 （青木クラブ） 間宮　　　金子

梅澤　　　松本（勇翔倶楽部） （コピンクラブ）

■1７ブロック ■25ブロック

穐山　　　戸張

熊野　　　今田 （カメラード）

布谷　　　沢田 （万年青クラブ） 及川　　　岩澤 （安行卓球）

下　　　　松澤 （ＢＭＣ） 栗林　　　新保

独古　　　独古 （カメラード）

ベテラン   2位グループ　決勝トーナメントその２

■１６ブロック 決勝トーナメント
１３～１６コート

■24ブロック

決勝

その１
その２



第9コート 第13コート

（美鷹クラブ）
（青梅クラブ）

（新星クラブ）
（八潮フレンズ） 第13コート

第10コート 0

0
2

第14コート

第10コート 1
（球友会）
（チューリップ）

第14コート

第11コート

（菜の花）
（ジャガークラブ）

■１２ブロック 第15コート

第11コート

0

第15コート

第12コート

（卓風会）
（トマト倶楽部）

2

0
第16コート

第12コート 0

第16コート

納谷　　　鈴木 （コピンクラブ）

山田　　　石井 （カメラード）

山本　　　菊地 （ＴＦＤ）

島田　　　小川 （川口コスモス）
■１５ブロック

髙橋　　　堀川 （ｏｎｅ’ｓモア）

菅野　　　井上 （富士クラブ）

大橋　　　蓮沼 （新里クラブ） 亀澤　　　永脇 （ＴＴＣ）

黒須　　　山口 （チームＳＩＧＥ）

山下　　　渡辺 （フルセット） 池田　　　池田 （卓友会）

安野　　　村里 （クローバー）
■１４ブロック

■７ブロック
星　　　　穴原 （菜の花）

松本　　伊佐治 （ヴィッキーズ） 小松　　　深山 （モンテール）

久保　　　斉藤 （カメラード） 中村　　三ツ本 （武里団地）

松村　　　飛田 （ITC） 片岸　　　成島

渡辺　　　須田 （SAT）
■１３ブロック

■６ブロック
宮内　　　荒木 （せっさ卓ま）

奈良　　　金子 （万年青クラブ） 井田　　　井田 （万年青クラブ）

木梨　　　秋山 （スペースフレンドクラブ） 栗栖　　　増渕 （カメラード）

植松　　　須藤 （川口コスモス） 金子　　　池田 （オレンジ）

大和　　　大和 （八潮フレンズ）

■５ブロック
長谷川　　内田 （伊奈クラブ）

小高　　　吉田 （TTC） 中澤　　　金子 （オアシスクラブ）

穴原　　　北原 鈴木　　　西川 （芝大門クラブ）

西村　　　西村 （エリチェTK） 伊藤　　　柴崎 （Ｔ．とよさと）

狩野　　　桜木 （オアシスクラブ）
■１１ブロック

■４ブロック
宮井　　　俊野 （カメラード）

三澤　　　花木 （あすなろ） 川上　　　島田 （ＮＢ倶楽部）

東海林 東海林 （HSC） 南部　　　南部 （芝大門クラブ）

戸澤　　　加藤 堀田　　　藤井 （卓風会）

大川　　　浅井 （卓和クラブ）
■１０ブロック

■３ブロック
安達　　　村山 （稲城卓連）

大島　　　坂口 （安行卓球） 宮崎 　　田中 （ＧＲＯ）

小松　　　駒場 （富士クラブ） 横井　　　菅野 （卓風会）

吉村　　　寺川 (モンテール） 田中　　　桑名 （タートルズ）

■２ブロック
吉田　　　野口 （ＪＮＣ）

長谷川　　関
■９ブロック

市川　　　石田 （卓誠会） 阿久津　吉田 （パステル）

恩田　　　小林 （コピンクラブ） 隆　　　　今井 （ＧＲＯ）

宮内　　　宮内 （ローリガン）

大島　　　平澤 （カメラード） 鈴木　　　山出

ベテラン   ３位グループ　決勝トーナメントその１

■１ブロック 決勝トーナメント
１７～２０コート

■８ブロック

紫藤　　　佐伯 （卓酔会）



第17コート 第21コート

（足立卓誠会）
（プルメリア）

0

第17コート 第21コート

2

第18コート 1 第22コート

(ＴＴＣ）
(コピンクラブ)

第18コート 2 1 第22コート

0 0

第19コート 第23コート

2

1
第19コート 第23コート

0

1
第20コート 第24コート

（コピンクラブ）
（アリエス）
（カシオペア）

第20コート （八潮フレンズ）

国友 10 12 　　堀田
2 国友 11 4 　　藤井

9 11
11 13
　 　　

山田　　　石原 （モンテール）

黒田　　　細尾 （藤久保卓球）

鈴木　　　和田 （ＮＢクラブ）

■23ブロック
鈴木　　　奥村

中本　　　橋本 （卓誠会）

貫井　　　稲垣古川　　　古川 （卓風会） （町友会）

関川　　　大橋 （友星クラブ） 増田　　佐久間

石川　　　松本 （浦安マリナイースト）

井上　　　浅井 （富士クラブ） 高橋　　　横尾 （カメラード）

■22ブロック ■30ブロック

小原　　　川上 （エリチェＴＫ）

関口　　佐々木 （八潮フレンズ）

大貫　　　平井 （ＧＲＯ） 工藤　　　猪谷 （ヴィッキーズ）

国友　　　国友 （万年青クラブ）

湯沢　　　浅川 （Ｚ倶楽部）

飯田　　　船津 （手児奈会） 渡辺　　　日高 （ＩＴＣ）

■21ブロック ■29ブロック

伊藤　　　高橋 （伊奈クラブ）

小浜　　　山田 （クローバー）

坂牧　　　阿部 （万年青クラブ） 小久保　　田島 （卓和クラブ）

藤井　　　岩田 （ＺＥＢＲＡ）

（ＩＴＣ）

佐藤　　　小堀 （モンテール） 川内　　　斉藤 （モンテール）

■20ブロック ■28ブロック

関田　　　石塚 （芝大門クラブ） 小山　　　満田

（カメラード）

鵜飼　　　松田 （クローバー） 中田　　　川合 （オアシスクラブ）

幕内　　　篠川 （オアシスクラブ） 牧野　　　渡辺

高橋　　　吉瀬 （川口コスモス）

原田　　　田野 （西新井クラブ） 萩元　　　萩元 （ＨＳＣ）

■19ブロック ■27ブロック

堀米　　　石原 （カメラード）

（富士クラブ）

安達　　　佐藤 渋谷　　　村田 （ＴＴＣ）

平野　　　篠崎 （武里団地卓球同好会）

中川　　　上野

藤井　　　大西

（芝大門クラブ）

森　　　　森 （富士クラブ） 金内　　　浜岡 （アリス）

■18ブロック ■26ブロック

山本　　　佐藤 （フルセットＡ）

岩井　　　神原 （丸子橋）

桑原　　　山下 （モンテール） 山岸　　　遠藤 （モンテール）

塩田　　　槙島 （ヴィッキーズ）

（行徳クラブ）

梅津　　　菊地 （城山クラブ） 中川　　　井上 （ローリガン）

沼口　　　椎野 （青木クラブ） 間宮　　　金子

梅澤　　　松本（勇翔倶楽部） （コピンクラブ）

■1７ブロック ■25ブロック

穐山　　　戸張

熊野　　　今田 （カメラード）

布谷　　　沢田 （万年青クラブ） 及川　　　岩澤 （安行卓球）

下　　　　松澤 （ＢＭＣ） 栗林　　　新保

独古　　　独古 （カメラード）

ベテラン   ３位グループ　決勝トーナメントその２

■１６ブロック 決勝トーナメント
１７～２０コート

■24ブロック

決勝

その１ その２



第9コート 第13コート

（美鷹クラブ）
（青梅クラブ）

（新星クラブ）
（八潮フレンズ） 第13コート

（コピンクラブ）
（アリエス）

第10コート

第14コート

第10コート

（球友会）
（チューリップ）

第14コート

第11コート

（菜の花）
（ジャガークラブ） 0 ■１２ブロック 第15コート

第11コート

第15コート

（卓風会）
（トマト倶楽部）

第12コート

第16コート

0

第12コート

0 第16コート

納谷　　　鈴木 （コピンクラブ）

島田　　　小川 （川口コスモス）

（ＴＦＤ）

■１５ブロック

髙橋　　　堀川 （ｏｎｅ’ｓモア）

山田　　　石井 （カメラード）

山本　　　菊地

黒須　　　山口 （チームＳＩＧＥ）

菅野　　　井上 （富士クラブ）

亀澤　　　永脇 （ＴＴＣ）

大橋　　　蓮沼 （新里クラブ）

山下　　　渡辺 （フルセット）

池田　　　池田 （卓友会）安野　　　村里 （クローバー）

■１４ブロック

■７ブロック

星　　　　穴原松本　　伊佐治 （ヴィッキーズ）

小松　　　深山 （モンテール）松村　　　飛田

（菜の花）

（ITC）

渡辺　　　須田

■６ブロック

久保　　　斉藤

宮内　　　荒木 （せっさ卓ま）

（SAT） 片岸　　　成島

奈良　　　金子

（カメラード）

中村　　三ツ本 （武里団地）

■１３ブロック
木梨　　　秋山

（万年青クラブ）

井田　　　井田

（スペースフレンドクラブ）

栗栖　　　増渕 （カメラード）

植松　　　須藤 （川口コスモス）

金子　　　池田 （オレンジ）

■５ブロック

（万年青クラブ）

狩野　　　桜木

（芝大門クラブ）
■４ブロック

穴原　　　北原

西村　　　西村 （エリチェTK）

鈴木　　　西川

大和　　　大和 （八潮フレンズ）

長谷川　　内田 （伊奈クラブ）小高　　　吉田 （TTC）

中澤　　　金子 （オアシスクラブ）

（オアシスクラブ）

■１１ブロック

（カメラード）

（HSC）

三澤　　　花木 宮井　　　俊野

（ＮＢ倶楽部）戸澤　　　加藤

東海林 東海林

（あすなろ）

川上　　　島田

伊藤　　　柴崎 （Ｔ．とよさと）

■１０ブロック

堀田　　　藤井 （卓風会）

大島　　　坂口 （安行卓球）

大川　　　浅井 （卓和クラブ）

南部　　　南部 （芝大門クラブ）
■３ブロック

安達　　　村山 （稲城卓連）

小松　　　駒場 （富士クラブ）

（ＧＲＯ）

（卓風会）

吉村　　　寺川 (モンテール）

田中　　　桑名 （タートルズ）

宮崎 　　田中

■２ブロック

吉田　　　野口 （ＪＮＣ）

増田　　佐久間

■30ブロック（5位）

横井　　　菅野

長谷川　　関
■９ブロック

市川　　　石田 （卓誠会） 阿久津　吉田 （パステル）

恩田　　　小林 （コピンクラブ） 隆　　　　今井 （ＧＲＯ）

大島　　　平澤 （カメラード） 鈴木　　　山出

ベテラン   ４・５位グループ　決勝トーナメントその１

紫藤　　　佐伯 （卓酔会） 宮内　　　宮内 （ローリガン）

■１ブロック 決勝トーナメント
２１～２４コート

■８ブロック



第17コート 第21コート

（足立卓誠会）
（プルメリア）

1 0

1
第17コート 第21コート

第18コート 0 0 第22コート

0 1

(ＴＴＣ）
(コピンクラブ)

第18コート 2 第22コート

第19コート 第23コート

第19コート 第23コート

2

第20コート 第24コート

（コピンクラブ）
（アリエス）
（カシオペア）

第20コート 0 （八潮フレンズ）

1

中村 　関田
三ツ本 　石塚

山田　　　石原 （モンテール）

鈴木　　　和田 （ＮＢクラブ）

■１ブロック（5位）

（カメラード）

中本　　　橋本 （卓誠会）

増田　　佐久間

■23ブロック
鈴木　　　奥村

大島　　　平澤黒田　　　細尾 （藤久保卓球）

古川　　　古川 （卓風会）

関川　　　大橋 （友星クラブ）

貫井　　　稲垣

（浦安マリナイースト）

井上　　　浅井 （富士クラブ） 高橋　　　横尾 （カメラード）

（町友会）

■22ブロック ■30ブロック

（八潮フレンズ）

大貫　　　平井 （ＧＲＯ） （ヴィッキーズ）

（万年青クラブ）

小原　　　川上 （エリチェＴＫ）

渡辺　　　日高

関口　　佐々木

石川　　　松本

工藤　　　猪谷

伊藤　　　高橋 （伊奈クラブ） 湯沢　　　浅川

飯田　　　船津 （手児奈会）

国友　　　国友

（万年青クラブ） （卓和クラブ）

■21ブロック ■29ブロック

（Ｚ倶楽部）

（ＩＴＣ）

藤井　　　岩田 （ＺＥＢＲＡ）

小久保　　田島

小浜　　　山田 （クローバー）

佐藤　　　小堀

坂牧　　　阿部

幕内　　　篠川

■20ブロック

（オアシスクラブ）

小山　　　満田

（モンテール） 川内　　　斉藤

■28ブロック

（ＩＴＣ）

（モンテール）

（クローバー）

関田　　　石塚 （芝大門クラブ）

中田　　　川合

（カメラード）

高橋　　　吉瀬 （川口コスモス）

萩元　　　萩元 （ＨＳＣ）

鵜飼　　　松田

■19ブロック ■27ブロック

牧野　　　渡辺

堀米　　　石原 （カメラード）

（オアシスクラブ）

安達　　　佐藤 渋谷　　　村田

（西新井クラブ）

金内　　　浜岡

平野　　　篠崎 （武里団地卓球同好会）

（ＴＴＣ）

原田　　　田野

（芝大門クラブ）

（アリス）

藤井　　　大西 （富士クラブ）

■18ブロック

森　　　　森 （富士クラブ）

中川　　　上野

（丸子橋）

■26ブロック

山本　　　佐藤 （フルセットＡ）

桑原　　　山下 （モンテール） 山岸　　　遠藤 （モンテール）

岩井　　　神原塩田　　　槙島 （ヴィッキーズ）

（行徳クラブ）

梅津　　　菊地 （城山クラブ） 中川　　　井上 （ローリガン）

沼口　　　椎野 （青木クラブ） 間宮　　　金子

（コピンクラブ）

■1７ブロック ■25ブロック

（カメラード）

布谷　　　沢田 （安行卓球）

ベテラン   ４・５位グループ　決勝トーナメントその２

穐山　　　戸張 （勇翔倶楽部）

熊野　　　今田

梅澤　　　松本

（万年青クラブ） 及川　　　岩澤

■16ブロック 決勝トーナメント
２１～２４コート

■24ブロック

下　　　　松澤 栗林　　　新保

独古　　　独古 （カメラード）

（ＢＭＣ）

決勝

その１ その２


