
回 優　勝 準 優 勝

平本　洋 鈴木　高志 牧田　悟 立石　慎平 高橋  秋坪 上田  弘樹 鈴木　康祐 伊藤　宙樹

かながわ信金 神南ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ 島津製作所 AJINOMOTO ＯＭＣ 宮前ｸﾗﾌﾞ 個人

栗原　広行 志田　宏実 平本　洋 国本　雄一郎 佐藤　克之 立石　慎平 牧田　悟 高橋　智宏

双葉苦楽部 神南ｸﾗﾌﾞ かながわ信金 水神ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ 島津製作所 大磯ｸﾗﾌﾞ 東戸塚CC

金田　聡 高橋  秋坪 牧田　悟 上田　弘樹 久保田　清 栗原　広行 佐藤　司 立石　慎平

A.J.C.C 味の素 大磯ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ 双葉苦楽部 双葉苦楽部 ﾃｨｰﾌｫｰﾂ 島津製作所

向山　収 鈴木　高志 佐藤　司 安達　俊幸 上田 弘樹 高橋  秋坪 内田　真十郎 牧田　悟

日産追浜 神南ｸﾗﾌﾞ ﾃｨｰﾌｫｰﾂ ひつじ会 ＯＭＣ 味の素 ひつじ会 大磯ｸﾗﾌﾞ

栗原　広行 長谷川  桂志 綾部　伸吾 山本　章博 金田　聡 牧田　悟 玉木　健二 落合　誠

双葉苦楽部 Ｙ卓会 Ｙ卓会 ＪＦＥ ＵＷＦ 大磯クラブ ファイヤーズ たなかクラブ

向山　収 栗原　広行 安達　俊幸 長谷川　桂志 牧田　悟 山本　章博 鈴木　高志 山本　圭

追浜ｸﾗﾌﾞ 双葉苦楽部 ひつじ会 Ｙ卓会 大磯ｸﾗﾌﾞ ＪＦＥ 神南ｸﾗﾌﾞ ＡＴＣ

小笠原　大知 松倉　聡明 中里　佳弘 鈴木　高志 牧田　悟 小幡　康夫 日下部能弘 村田　知伸

追浜ｸﾗﾌﾞ 片倉高校教員 つつじｸﾗﾌﾞ 神南ｸﾗﾌﾞ 大磯ｸﾗﾌﾞ ﾋﾟﾝﾎﾟﾝﾊﾟﾝﾀﾞ みるく 追浜ｸﾗﾌﾞ

小笠原　大知 奥　忠洋 金田　聡 伊王野　孝一 正岡　誠一郎 安倍  伸征 山本　章博 三枝　公一

追浜ｸﾗﾌﾞ リコー厚木 ＵＷＦ 平塚卓栄会 ＯＭＣ 京西卓球クラブ カンパニュラ Ｙ卓会

伊王野孝一 高橋　修 鈴木　司 落合　誠 三枝　公一 小笠原大和 村田　知伸 正岡誠一郎

定征くらぶ 一番星 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 たなかｸﾗﾌﾞ Ｙ卓会Ｄ 追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ

長谷川　桂志 小山　弘 佐藤　幸仁 綾部　伸吾 松原　正典 須崎　博治 下田　秀一 落合　誠

Ｙ卓会 中原ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ Ｙ卓会 個人 追浜ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 たなかｸﾗﾌﾞ

金田　聡 落合　誠 下田　秀一 山田　登志夫 長浜　義浩 永瀬　守 立野　雄一郎 山本　和正

Ｕ．Ｗ．Ｆ たなかｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 UWF 茅ヶ崎ｸﾗﾌﾞ 個人 さぎぬま卓球ｸﾗﾌﾞ 白田ＴＴＣ

菅澤　敬行 下田　秀一 鮫島　郁夫 前崎　一寛 山田　登志夫 浅尾　俊治

ヨーラクラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 藤沢消防署 さぎぬま卓球ｸﾗﾌﾞ UWF つるみｸﾗﾌﾞ

勝又　重信 浅尾　俊治 落合　誠 飯島　正 船崎　治男 大西　直樹 下田　秀一 鈴木　誠

平塚卓栄会 小田原・個人 タナカクラブ ＷＯＲＫＳ 秩父卓球ｸﾗﾌﾞ 茅ヶ崎クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜・個人

勝又 重信 村上　勝美 正岡　誠一郎 南木　照男

平塚卓栄会 三浦藤沢信金 ＯＭＣ 鈴音親子ｸﾗﾌﾞ

森園　誠 村上　勝美 水谷　正博 平澤　秋芳 佐久間晴隆 下田　秀一

ひばりヶ丘.Jr 三浦藤沢信金 東和ジュニア 東和ジュニア 千代卓卓球ｸﾗﾌﾞ 千代卓卓球ｸﾗﾌﾞ

森園　誠 上岡　充直 村上　勝美 青木　祐史 落海　雄二 市川　岳

ひばりヶ丘.Jr ウイング 三浦藤沢信金 綾瀬クラブ ゴルベテ ゴルベテ

青木　祐史 村上　勝美 高井　正美 今井　義勝

綾瀬クラブ 三浦藤沢信金 平塚卓栄会 綾瀬クラブ

村上　勝美 江浜　勲 永富　敏行 松原　敏郎 原　慶司 吉川　一 青木　祐史

三浦藤沢信金 さがみ さがみ Seedling 個人 藤クラブ 綾瀬クラブ

村上　勝美 清水　栄治 今井　義勝 青木　祐史 杉木 原　慶司 山脇　進 吉川　一

三浦藤沢信金 高倉クラブ クラブ綾瀬 クラブ綾瀬 高倉クラブ 個人 はだのクラブ 藤クラブ

平屋　泰夫 青木　祐史 原　慶司 山脇　進 小山

毛呂山ＴＴＣ クラブ綾瀬 個人 はだのクラブ 門沢橋クラブ

平屋　泰夫 山脇　進 道本　信生 武藤　直人 伊藤

茅ヶ崎西浜高 はだのクラブ 松草クラブ クラブ綾瀬 寒川卓友会

村上　勝美 岡　誠治 平屋　泰夫 山城　和義 道本　信生 大久保尚哉 三橋　雄司

三浦藤沢信金 松草クラブ 茅ヶ崎西浜高 三浦藤沢信金 松草クラブ 逗子クラブ 平塚卓栄会
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壮年男子（36歳以上）の部

廣瀬　泰己 岡　誠治 本多　俊 平屋　泰夫 山城　和義 崎浜 道本　信生 加賀見

小田原ＯＹＣ 松草クラブ 卓和クラブ 西浜クラブ 三浦藤沢信金 東芝 松草クラブ 卓和クラブ

岡　誠治 廣瀬　泰己 本多　俊 佐藤　雅晴 鈴木 道本　信生 細谷 志村　久雄

松草クラブ 小田原ＯＹＣ 卓和クラブ 桜ヶ丘クラブ 上溝卓球愛好会 松草クラブ 逗子クラブ 日鍛パルプ

道本　信生 岡　誠治 松井　賢司 山本　誠 原田　一保 長崎　義則 斎藤 大久保尚哉

松草クラブ 松草クラブ 小田原ＯＹＣ 三菱樹脂 上溝卓球愛好会 梅丸クラブ 梅丸クラブ 逗子クラブ

原田　一保 宮川　實 今福 長崎　義則 三橋　雄司 牧野 大久保尚哉 渡辺

上溝卓球愛好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 日産ジュニア 梅丸クラブ 平塚卓栄会 球楽会 逗子クラブ 逗子クラブ

宮川　實 三橋　雄司 大多和　亨 大久保尚哉 山城　和義 山本　誠 本多　俊 橘田

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚卓栄会 逗子クラブ 逗子クラブ 三浦藤沢信金 三菱樹脂 球楽会 平塚ＹＯＣ

宮川　實 山本　誠 志村　久雄 芳賀　清道 池田　晏章 岸田 晃 杉山　泰啓 出口　純一

卓友クラブ 三菱樹脂 日鍛パルプ はだのクラブ 卓和クラブ 北の台中 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ

本多　俊 関山　俊史 佐々木　修壹 阿部　修 池田　晏章 照井　信夫 杉山　泰啓 出口　純一

球楽会 華卓会 逗子クラブ 港北クラブ 卓和クラブ 高倉クラブ 小田原卓友会 平塚卓栄会

柳川　常寿 池田　晏章 杉山　泰啓 出口　純一 大多和　亨 黒木　進 内田 藤沢　実

関西ペイント 卓和クラブ 小田原卓友会 平塚卓栄会 逗子クラブ 大正卓球同好会 港北クラブ 田中クラブ

瀬古　健治 大多和　亨 黒木　進 宇野　和之 出口　純一 池田　晏章 平牧 藤沢　実

関西ペイント 逗子クラブ 大正卓球同好会 寒川卓友会 平塚卓栄会 卓和クラブ 球楽会 親子卓球ｸﾗﾌﾞ

杉山　泰啓 出口　純一 池田　晏章 柳川　常寿 山本　誠 黒木　進 小林 石川

小田原卓友会 平塚卓栄会 卓和クラブ 関西ペイント 三菱樹脂 卓ピン 千代卓 小田原卓友会

和田　紘一 田中　昇 池田　晏章 本多　俊 吉田 平牧 黒木　進 藤沢　実

球楽会 富士フィルム 卓和クラブ 球楽会 卓ピン 球楽会 卓ピン 大磯体協

佐々木　修壹 渡辺 鈴木　和久 藤沢　実 市村 池田　晏章 清水 岸田

逗子クラブ 卓連 逗子クラブ 大磯体協 森崎クラブ 卓和クラブ 卓精会 北の台中

鈴木　和久 柳川　常寿 池田　晏章 平牧 田中　昇 及川 江原 出口　純一

逗子クラブ 関西ペイント 卓和クラブ 球楽会 富士フィルム なかよしｸﾗﾌﾞ 寒川 平塚卓栄会

田中　昇 渡辺 和田　紘一 菅原 出口　純一 平牧 富谷 堀

富士フィルム ワンモア 球楽会 鎌倉市 平塚卓栄会 球楽会 青蘭高校教諭 南台クラブ
2

3

4

6

5

12

7

9

13

14

15

11

8

10


