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2

0
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一般  男子シングルス

蜂谷 （ＺＥＢＲＡ） 2 39 長本 （ＺＥＢＲＡ）

原田

■Aブロック（１・２コート） ■Ｊブロック（５・６コート）

（ＴＴＣ） 1 38 岡田（寿） （ＩＭＰＡＣＴ）
１位グループ

三澤 （Ｇ・Ｒ・Ｏ） 3 40 片岡 （柳之宮クラブ）

（ＴＴＣ）

藤井 （カシオペア） 5 42

須賀 （卓球家840Ｊｒ） 4 41 村上

■Ｂブロック（１・２コート） ■Ｋブロック（５・６コート）

松本 （万年青クラブ） 6 43 渡辺（元） （ＴＴＣ）

山田 （モンテール） 7 44 菅野 （富士クラブ）

■Ｃブロック（１・２コート） 47 田代 （モンテール）

山田 （カシオペア） 8 45 鈴木 （カシオペア）

■Ｌブロック（５・６コート）　

渡辺（明） （ＴＴＣ） 9 46 笹原 （友星クラブ）

大久保 （卓球家840Ｊｒ） 12 50

津田 （関東化学） 10 48 杉本 （ＴＴＣ）

岡田（広） （ＩＭＰＡＣＴ） 13

安達

■Ｍブロック（５・６コート）
■Ｄブロック（１・２コート）    

51 浅井 （ＩＭＰＡＣＴ）
井上 （富士クラブ） 14

雷 （モンテール） 11 49 高橋 （富士クラブ）

工藤 （ハミング）

（ＴＴＣ） 15
53 大和（広） （八潮フレンズ）

松本

52 田中 （カシオペア）

石渡 （モンテール） 17

（友星クラブ） 16

■Ｎブロック（７・８コート）　

54 中尾次 （卓球家840Ｊｒ）

志村 （ＩＭＰＡＣＴ） 18

■Ｅブロック（３・４コート）
55 坂本 （卓風会）

宮川 （モンテール） 19
56 田畑 （カシオペア）

57 斉藤（拓） （卓球家840Ｊｒ）

58 秋草 （コピンクラブ）

■Fブロック（３・４コート） ■Oブロック（７・８コート）

笹木 （卓球家840Ｊｒ） 21

大和（孝） （八潮フレンズ） 20

深井 （柳ノ宮クラブ） 24 61 原 （ハミング）

佐藤 （モンテール） 22 59 吉村 （ＺＥＢＲＡ）

亀澤 （ＺＥＢＲＡ） 23 60 設楽 （ＩＭＰＡＣＴ）

■Ｇブロック（３・４コート） ■Ｐブロック（７・８コート）

片岸 （卓風会） 26 63 星 （菜の花）

安 （クローバー） 25 62 関川 （友星クラブ）

高橋 （ハミング） 28 65 山岸 （モンテール）

穴原 （菜の花） 27 64 水内 （柳ノ宮クラブ）

■Ｈブロック（３・４コート）    ■Ｑブロック（９コート）

榎本 （卓球家840Ｊｒ） 30 67 塩谷 （卓風会）

斉藤（北） （卓球家840Ｊｒ） 29 66 小野 （卓球家840Ｊｒ）

小松 （モンテール） 32 69 渡辺（慶） （ＴＴＣ）

菅原 （卓風会） 31 68 和田 （ＺＥＢＲＡ）

74 坂田　 （ＴＴＣ）
斉藤（輝）　

新野田 （ハミング） 33 70 内田 （卓友八潮）

■Ｒブロック（７・８コート）
■Iブロック（３・４コート）

71 篠田 （モンテール）
細井 （ＩＭＰＡＣＴ） 34

72 藤井 （卓風会）
森 （富士クラブ） 35

73 山佐　 （卓友八潮）
大本 （ＴＴＣ） 36

（卓球家840Ｊｒ） 37
75 田村 （友星クラブ）
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一般  男子シングルス
■Aブロック（１・２コート） ■Ｊブロック（５・６コート）

三澤 （Ｇ・Ｒ・Ｏ） 3 40 片岡 （柳之宮クラブ）

須賀 （卓球家840Ｊｒ） 4 41 村上 （ＴＴＣ）

藤井 （カシオペア） 5 42

大久保

■Ｍブロック（５・６コート）

51 浅井 （ＩＭＰＡＣＴ）

52 田中 （カシオペア）

54 中尾次 （卓球家840Ｊｒ）

57

松本 （友星クラブ） 16

石渡 （モンテール） 17

53 大和（広） （八潮フレンズ）

■Ｎブロック（７・８コート）　

設楽 （ＩＭＰＡＣＴ）

■Fブロック（３・４コート） ■Oブロック（７・８コート）

59 吉村 （ＺＥＢＲＡ）

23 60

36

斉藤（輝）　 （卓球家840Ｊｒ） 37

岡田（広）

大本 （ＴＴＣ）

■Ｒブロック（７・８コート）
■Iブロック（３・４コート）

71 篠田 （モンテール）

69 渡辺（慶） （ＴＴＣ）

新野田 （ハミング） 33 70 内田 （卓友八潮）

細井 （ＩＭＰＡＣＴ） 34
72

森 （富士クラブ） 35
藤井 （卓風会）

73

山田 （モンテール） 7

渡辺（明） （ＴＴＣ） 9

小松 （モンテール） 32

（ＩＭＰＡＣＴ） 13

■Ｄブロック（１・２コート）    

井上 （富士クラブ） 14

安達 （ＴＴＣ） 15

津田 （関東化学） 10

雷 （モンテール） 11

佐藤 （モンテール） 22

亀澤 （ＺＥＢＲＡ）

38

■Ｂブロック（１・２コート） ■Ｋブロック（５・６コート）

松本 （万年青クラブ） 6 43 渡辺（元） （ＴＴＣ）

44 菅野 （富士クラブ）

山田 （カシオペア） 8 45

２位グループ
原田 （ＴＴＣ） 岡田（寿） （ＩＭＰＡＣＴ）

蜂谷 （ＺＥＢＲＡ） 2 39 長本 （ＺＥＢＲＡ）

1

鈴木 （カシオペア）

46 笹原 （友星クラブ）

■Ｌブロック（５・６コート）　

47 田代 （モンテール）■Ｃブロック（１・２コート）

48 杉本 （ＴＴＣ）

49 高橋 （富士クラブ）

（卓球家840Ｊｒ） 50 工藤 （ハミング）12

55 坂本 （卓風会）

56 田畑 （カシオペア）

（卓球家840Ｊｒ）
大和（孝） （八潮フレンズ） 20

58 秋草 （コピンクラブ）
笹木 （卓球家840Ｊｒ） 21

宮川 （モンテール） 19
斉藤（拓）

■Ｅブロック（３・４コート）

志村 （ＩＭＰＡＣＴ） 18

深井 （柳ノ宮クラブ） 24 61 原 （ハミング）

安 （クローバー） 25 62 関川 （友星クラブ）

■Ｇブロック（３・４コート） ■Ｐブロック（７・８コート）

片岸 （卓風会） 26 63 星 （菜の花）

穴原 （菜の花） 27 64 水内 （柳ノ宮クラブ）

高橋 （ハミング） 28 65 山岸 （モンテール）

斉藤（北） （卓球家840Ｊｒ） 29 66 小野 （卓球家840Ｊｒ）

■Ｈブロック（３・４コート）    ■Ｑブロック（９コート）

榎本 （卓球家840Ｊｒ） 30 67 塩谷 （卓風会）

68 和田 （ＺＥＢＲＡ）菅原 （卓風会） 31

山佐　 （卓友八潮）

74 坂田　 （ＴＴＣ）

75 田村 （友星クラブ）
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蜂谷 （ＺＥＢＲＡ） 2 39 長本 （ＺＥＢＲＡ）

三澤 （Ｇ・Ｒ・Ｏ）

石渡 （モンテール） 17

■Fブロック（３・４コート）

20
58 秋草

21

（卓球家840Ｊｒ） 37
75 田村 （友星クラブ）

（ＴＴＣ）
斉藤（輝）　

一般  男子シングルス
■Aブロック（１・２コート）

須賀 （卓球家840Ｊｒ） 4

■Ｂブロック（１・２コート）

山田 （カシオペア） 8

（モンテール） 11

岡田（広） （ＩＭＰＡＣＴ）

■Ｊブロック（５・６コート）
３位グループ

原田 （ＴＴＣ） 1 38 岡田（寿） （ＩＭＰＡＣＴ）

3 40 片岡 （柳之宮クラブ）

41 村上 （ＴＴＣ）

藤井 （カシオペア） 5 42

■Ｋブロック（５・６コート）

松本 （万年青クラブ） 6 43 渡辺（元） （ＴＴＣ）

山田 （モンテール） 7 44 菅野 （富士クラブ）

45 鈴木 （カシオペア）

渡辺（明） （ＴＴＣ） 9 46 笹原 （友星クラブ）

■Ｌブロック（５・６コート）　

■Ｃブロック（１・２コート） 47 田代 （モンテール）

津田 （関東化学） 10 48 杉本 （ＴＴＣ）

49 高橋 （富士クラブ）

大久保 （卓球家840Ｊｒ） 12 50 工藤 （ハミング）

雷

13

■Ｍブロック（５・６コート）
■Ｄブロック（１・２コート）    

51 浅井 （ＩＭＰＡＣＴ）
井上 （富士クラブ） 14

52 田中 （カシオペア）
安達 （ＴＴＣ） 15

53 大和（広） （八潮フレンズ）
松本 （友星クラブ） 16

54 中尾次 （卓球家840Ｊｒ）

■Ｅブロック（３・４コート）
55 坂本 （卓風会）

志村 （ＩＭＰＡＣＴ） 18
56 田畑 （カシオペア）

宮川 （モンテール） 19
57 斉藤（拓） （卓球家840Ｊｒ）

大和（孝） （八潮フレンズ）
（コピンクラブ）

笹木 （卓球家840Ｊｒ）

■Ｎブロック（７・８コート）　

■Oブロック（７・８コート）

佐藤 （モンテール） 22 59 吉村 （ＺＥＢＲＡ）

亀澤 （ＺＥＢＲＡ） 23 60 設楽 （ＩＭＰＡＣＴ）

深井 （柳ノ宮クラブ） 24 61 原 （ハミング）

安 （クローバー） 25 62 関川 （友星クラブ）

■Ｇブロック（３・４コート） ■Ｐブロック（７・８コート）

片岸 （卓風会） 26 63 星 （菜の花）

穴原 （菜の花） 27 64 水内 （柳ノ宮クラブ）

高橋 （ハミング） 28 65 山岸 （モンテール）

斉藤（北） （卓球家840Ｊｒ） 29 66 小野 （卓球家840Ｊｒ）

■Ｈブロック（３・４コート）    ■Ｑブロック（９コート）

榎本 （卓球家840Ｊｒ） 30 67 塩谷 （卓風会）

菅原 （卓風会） 31 68 和田 （ＺＥＢＲＡ）

小松 （モンテール） 32 69 渡辺（慶） （ＴＴＣ）

新野田 （ハミング） 33 70 内田 （卓友八潮）

■Ｒブロック（７・８コート）
■Iブロック（３・４コート）

71 篠田 （モンテール）
細井 （ＩＭＰＡＣＴ） 34

72 藤井 （卓風会）
森 （富士クラブ） 35

73 山佐　 （卓友八潮）
大本 （ＴＴＣ） 36

74 坂田　
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0

1

0

1

1

0

（ＴＴＣ）

75 田村 （友星クラブ）

■Ｈブロック（３・６コート）

■Iブロック（３・４コート）

A５位    藤井　（カシオペア）

坂田　(TTC)　　　　　　　Ｊ５位

■Fブロック（３・４コート）

佐藤 （モンテール）

片岸 （卓風会） 26

63

74 坂田

新野田 （ハミング） 33

70 内田 （卓友八潮）

■Ｒブロック（７・８コート）

55

18 56 田畑 （カシオペア）

57

（卓風会）

斉藤（拓） （卓球家840Ｊｒ）

坂本

■Ｍブロック（５・６コート）

51 浅井 （ＩＭＰＡＣＴ）

52 田中 （カシオペア）

15

14
53 大和（広） （八潮フレンズ）

54 中尾次 （卓球家840Ｊｒ）

（カシオペア）

渡辺（明） （ＴＴＣ） 9

■Ｊブロック（５・６コート）

38

39

40

41

藤井 （カシオペア） 5 42

1

須賀 （卓球家840Ｊｒ）

46 笹原 （友星クラブ）

■Ｂブロック（１・２コート）

松本 （万年青クラブ）

50 工藤 （ハミング）

■Ｃブロック（１・２コート）

（関東化学） 10

（モンテール） 11

（卓球家840Ｊｒ） 12

（ＩＭＰＡＣＴ） 13岡田（広）

69 渡辺（慶） （ＴＴＣ）

森 （富士クラブ） 35 73 山佐 （卓友八潮）

菅原 （卓風会） 31

71 篠田 （モンテール）

細井 （ＩＭＰＡＣＴ） 34 72 藤井

66 小野 （卓球家840Ｊｒ）

■Ｑブロック（９コート）

榎本 （卓球家840Ｊｒ） 30

67 塩谷 （卓風会）

68 和田 （ＺＥＢＲＡ）

64 水内 （柳ノ宮クラブ）高橋 （ハミング） 28

65 山岸 （モンテール）斉藤（北） （卓球家840Ｊｒ） 29

62 関川 （友星クラブ）

■Ｇブロック（３・４コート）

■Ｐブロック（７・８コート）

深井 （柳ノ宮クラブ） 24

星 （菜の花）穴原 （菜の花） 27

59 吉村 （ＺＥＢＲＡ）

亀澤 （ＺＥＢＲＡ） 23

60 設楽 （ＩＭＰＡＣＴ）

61

22

原 （ハミング）

菅野 （富士クラブ）

秋草 （コピンクラブ）

笹木 （卓球家840Ｊｒ） 21

58

宮川 （モンテール）

■Oブロック（７・８コート）

■Ｌブロック（５・６コート）　

47 田代 （モンテール）津田

48 杉本 （ＴＴＣ）雷

49 高橋 （富士クラブ）大久保

山田 （カシオペア） 8 45 鈴木

一般  男子シングルス

岡田（寿） （ＩＭＰＡＣＴ）

長本 （ＺＥＢＲＡ）

片岡 （柳之宮クラブ）

村上 （ＴＴＣ）

４・５位グループ

6 43 渡辺（元） （ＴＴＣ）

山田 （モンテール） 7 44

■Ｋブロック（５・６コート）

蜂谷 （ＺＥＢＲＡ）

■Aブロック（１・２コート）

原田 （ＴＴＣ）

2

三澤 （Ｇ・Ｒ・Ｏ） 3

4

17

16

石渡 （モンテール）

松本

■Ｎブロック（７・８コート）　

19

大和（孝） （八潮フレンズ） 20

■Ｄブロック（１・２コート）    

井上 （富士クラブ）

安達 （ＴＴＣ）

坂田　(TTC)　　　　　　　R５位

大本 （ＴＴＣ） 36

斉藤（輝）　 （卓球家840Ｊｒ） 37

■Ｅブロック（３・４コート）

（友星クラブ）

安 （クローバー） 25

小松 （モンテール） 32

志村 （ＩＭＰＡＣＴ）

（卓風会）


