
回 優　勝 準 優 勝

伊藤　裕紀 石川　雅也 市川　鷹秀 新谷　大樹 小山  まぐま 市川  隼秀 田上   国広 内池  駿介

桐蔭学園高 アンカー 港北ｸﾗﾌ 上溝卓球愛好会 卓親会 明大付属中野高 上溝卓球愛好会 桐蔭学園高

岡本　優一 斉藤　晴空 青山　直之 鵜野　弘之 中村　幸誠 伊藤  裕紀 市川　鷹秀 青木  賢

桐蔭学園高 アンカー 神奈川大学 ＭＤｼﾞｭﾆｱ ＦＥＶＥＲ 桐蔭学園高 Ｙ卓会 リコー厚木

尾中　翔英 磯山　三四郎 伊藤  裕紀 岡本　優一 山中　寛大 三木　隼 西川　健介 青木 賢

尾久八幡中 桐蔭学園高 桐蔭学園高 桐蔭学園高 武相高校 岸田ｸﾗﾌﾞ リコー厚木 リコー厚木

青木 賢 伊藤 裕紀 橘川 雄太 砂川 敏希 磯山三四郎 渡辺 翔太 小澤 悠生 小野 守

リコー厚木 桐蔭学園高 松村ｽﾎﾟｰﾂ ｼｯｸｽﾜﾝ 桐蔭学園高 明大中野高 桐蔭学園高 梅屋敷TC

中村　祥吾 中村　謙吾 石塚　宏之 李　沛阳 永安　紀一 大橋　勇也 増田　純樹　 坂田　巧

龍門卓球場 龍門卓球場 ＵＷＦ 日本航空高校 東高津中 スグルミュージック 東京薬科大学 スグルミュージック

増田　純樹 川上  智之 安藤　和也 菊地　毅弘　　 御友　宏樹 青柳　伸太朗 高橋　勲也 橘川　雄太

ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ シックス・ワン 相原高校 桐蔭学園高 実践学園高 個人 横浜商業高 神大ｼﾞｭﾆｱ

大橋　勇也 小野　守 田中　宏明 鈴木　智典 市川　鷹秀 大鐘　司 新谷　大樹 川口　拡

ｽｸﾞﾙﾐｭｰｼﾞｯｸ MD相模 ＵＷＦ PARALLEL UNIVERSE 横浜商業高 南戸塚 ぺんぎん たなかｸﾗﾌﾞ

田中　亮 宮下　康太 川口　拡 伊藤　大博 三枝　正典 澁谷　優一 李　強強 福島　康平

國學院大學 國學院大學 たなかクラブ 東洋大学 湘南信用金庫 sgah 東洋大学 東海大学

三枝　正典 細野　裕人 深山　裕一 小倉　俊治 斉藤　雄哉 鈴木　寛麻 上野　瑛 三枝　靖武

湘南信用金庫 駒沢大学 神奈川大学 北海道大学 鶴園クラブ 千葉商科大学 神奈川大学 卓美ｼﾞｭﾆｱ

細野　裕人 中西　亮太 高田　正敏 伊東　直之 勝又　重信 田中　純一 大城　泰樹 城田　健祐

駒沢大学 駒沢大学 追浜クラブ リコー厚木 平塚卓栄会 とろろかけごはん 栗原高校 秦野高校

伊東　伸也 太嶋　佑人 臼井　勉　 田住　勝 楢原　翔太 戸崎　研吾 本吉　良至 川村　公祐　

信号器材 信号器材 信号器材 東電神奈川支部 神奈川大学体育会卓球部 東電神奈川支部 あすなろ 信号器材

細野　裕人 松井　正幸 和田　達也 中西　亮太 谷内　康人 仲地　翔也 澁谷優一 田中　宏明

横浜商業 ＭＤ相模 横浜商業 横浜商業 ヨーラクラブ 横浜商業 U.W.F U.W.F

松井　正幸 伊藤　潤 高橋　周佑 春日　康誉 温　哲亮 荻田　純平 八鍬　隼輝 並木　晃典

横浜・個人 東海大学 神奈川大 ぺんぎん 神奈川大 神奈川大 綾瀬高校 神奈川大

細野　裕人 加藤　誠之 松井　正幸 笹原　有史 森園　誠 松成　貴洋 伊藤　潤 宮原　諒

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ｶﾚｯｼﾞGATE 横浜・松井 横浜商業高 三鷹クラブ 桐蔭学園高 東海大学 海老名高

細野　裕人 佐藤　拓哉 松岡　新也 加藤　誠之 工藤　聡 石塚　宏之 新井　祐将

ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 桐蔭学園高 丸善クラブ ｶﾚｯｼﾞGATE 湘南工大附 ひつじ会 千木良ＴＰＣ

三枝　正典 大橋　遼介 熊谷　遼介 平澤　伸晃 大塚　喬春 鹿島　圭太 寒川　達也 小森　充人

湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 富山ｷﾝｸﾞｺﾝｸﾞ 湘南工大附 桐蔭学園高 湘南工大附

橋本　泰樹 田中　博之 藤井　孝一 大萱　芳久 藤本　尚紀 吉田　匡毅 田中　秀明 餌取　寛之

丸善ｸﾗﾌﾞ 武相高校 青嵐クラブ 青嵐クラブ 明大中野八王子 丸善ｸﾗﾌﾞ 明大中野八王子 国大クラブ

大川　良明 宮川　英輝 塩野　真人 青柳　雄介 渡部　喜裕 関戸　秀樹 田住　勝 田中　博之

浦和ＳＣ つばさくらぶ 豊岡中 ｳｲﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ さがみ 東京電力 東京電力 武相高校

佐々木智由 牧田　道則 村上　栄司 原　幸佑 平澤 田住　勝 小川　勇気 阿部

武相高校 日産ジュニア 武相高校 横浜商業 日産ｼﾞｭﾆｱ 東京電力 卓球王国 南台クラブ

成　紅光 三枝靖武 森田　有城 牧田　道則 阿部 戸崎 佐々木智由 有松

宇都宮学園 国府中 日産ｼﾞｭﾆｱ 日産ｼﾞｭﾆｱ 武相高校 茅ヶ崎西浜 武相高校 神奈川大学

橘川　重雄 田住　勝 今井　良勝 青木　祐史 坂本 大関 原　幸佑 大平

南台クラブ 茅ヶ崎西浜 川崎総合高 クラブ綾瀬 宇都宮学園 宇都宮学園 若草中 関東学院大

竹之内　君明 青木　祐史 長崎　隆志 大鐘　司 斎藤 峰尾 吉岡 加納

協和発酵 綾瀬クラブ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ ＷＡＲ 茅ヶ崎西浜 ｵﾘｴﾝﾀﾙ写真 茅ヶ崎西浜

加藤　雅也 大川　良明 堀内　亮 飯野　広視 宮戸 村上　勝美 高井　正美 大柿

志村第三中 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 湘南工大附 藤沢信金 平塚卓栄会 湘南工大附
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一般男子Ⅰ部

東日本大震災のため中止となりました。
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回 優　勝 準 優 勝 第 　３ 　位

一般男子Ⅰ部
ベ　 ス　 ト　 ８

竹之内　君明 岡崎　裕 高井　正美 原田 橋本 加藤　雅也 長谷川 野崎　茂

協和発酵 ジョンソン 平塚卓栄会 高倉クラブ 志村第三中 志村第三中 志村第三中 藤沢信金

高井　正美 河原　祐二 野崎　茂 吉川　正己 田口 青木　祐史 和泉　崇 堀内　亮

平塚卓栄会 日産ｼﾞｭﾆｱ 藤沢信金 武相高校 上溝卓球愛好会 綾瀬西高校 武相高校 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ

本橋　道直 村上　勝美 清水　栄治 小野　守 西倉　遊星 小道野 杉本 高井　正美

小田原ＯＹＣ 藤沢信金 球楽会 ﾘﾄﾙｷﾝｸﾞｽ 高倉クラブ ﾀﾞｲﾜｸﾗﾌﾞ 梅丸クラブ 平塚卓栄会

清水　栄治 村上　勝美 高井　正美 西倉　遊星 青木　祐史 長崎　義則 井上悟郎 星田

藤沢信金 藤沢信金 平塚卓栄会 高倉クラブ 綾瀬クラブ 小田原市役所 東京工業大 球楽会

阿部　稔 森谷　智道 清水　栄治 西倉　遊星 原田 村上　勝美 田中　昇 広瀬　泰己

港北クラブ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 藤沢信金 高倉クラブ 大正卓球同好会 藤沢信金 田中クラブ 小田原ＯＹＣ

小野　　守 本橋　道直 高井　正美 森谷　智道 村上　勝美 清水　栄治 安嶋　哉也 神山

南台クラブ 相模クラブ 平塚卓栄会 平塚卓栄会 藤沢信金 藤沢信金 藤沢信金 高倉クラブ

本橋　道直 小野　　守 高井　正美 田住 吉田 大館 長崎　義則 西倉　遊星

相模クラブ 南台クラブ 高倉クラブ フジフィルム 大正卓球同好会 フジフィルム 小田原市役所 相洋高校

小野　　守 村上　勝美 谷田　勝之 板垣　時男 清水　栄治 阿部　稔 本多　俊 森

南台クラブ 藤沢信金 高倉クラブ 球楽会 藤沢信金 港北クラブ 球楽会 卓和クラブ

村上　勝美 望月　進一 高井　正美 谷田　勝之 神山 長谷川 松島 清水　栄治

藤沢信金 藤沢信金 平塚卓栄会 平塚卓栄会 高倉クラブ 中井 藤沢信金 藤沢信金

小野　　守 松島 森谷　智道 永富 安嶋　哉也 清水　栄治 板垣　時男 高井　正美

南台クラブ 南台クラブ 小田原卓友会 南台クラブ 藤沢信金 藤沢信金 球楽会 平塚卓栄会

中沢　　肇 細谷 安嶋　哉也 塩田　晋宏 松島 田住 野中 小野　　守

関東学院大 逗子クラブ 藤沢信金 小田原卓友会 南台クラブ 富士フィルム ＹＡＣ 南台クラブ

安嶋　哉也 田住 小野　　守 山崎 菅野 野崎　茂 日高 荒川

藤沢信金 富士フイルム 藤沢信金 藤沢信金 逗子クラブ 藤沢信金 小田原卓友会 逗子クラブ

塩田　晋宏 三橋　雄司 高橋 中沢 平屋　泰夫 郷家 菊地 関

小田原卓友会 平塚卓栄会 南台クラブ 平塚卓友会 ＹＡＣ 綾瀬 小田原個人 日立精工

内田 平沢 追留 中沢 長崎　義則 杉山　泰啓 出口　純一 遠藤

小田原市役所 神大ＯＢ 卓和クラブ 横浜 小田原市役所 小田原卓友会 二宮西中 小松製作所
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