
回 優　勝 準 優 勝

相原　　徹人 今井　義勝 櫛田　剛志 橘川　重雄 北河  良一 北條  猛士 山根  孝志 山本  和正

湘南ｸﾗﾌﾞ 高津高校 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ＭＤ相模 SSC ＴＨＩＮＫ 匠 白田卓球ｸﾗﾌﾞ

長谷川　桂志 佐々木　和也 今井　義勝 相原  徹人 金田　聡 澤村　一夫 山本　章博 勝又　重信

Ｙ卓会 神南ｸﾗﾌﾞ 高津高校 湘南ｸﾗﾌﾞ A.J.C.C 湘南ｸﾗﾌﾞ カンパニュラ 平塚卓栄会

今井　義勝 勝又　重信 櫛田  剛志 長谷川　進 富樫　和則 相原  徹人 澤村　一夫 柏崎　秋雄

高津高校 平塚卓栄会 ウイングス リコー厚木 平塚卓栄会 湘南ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ リコー厚木

柏崎　秋雄 山本　章博 富樫　和則 銀吉屋　義則 大島  宏行 相原  徹人 村田　知伸 長谷川　進

リコー厚木 カンパニュラ 平塚卓栄会 白金丸 松草ｸﾗﾌﾞ 湘南ｸﾗﾌﾞ 日産追浜 リコー厚木

今井　義勝 武藤　直人 富樫　和則 市川　岳 小嶋　昌樹 勝又　重信 永瀬　典生 長谷川　進

TEACHERS 平塚卓栄会 平塚卓栄会 ゴルベテ ＳＳＣ 平塚卓栄会 ＯＭＣ リコー厚木

佐藤　計 今井　義勝 長田　鉄男 武藤　直人 佐々木　和也 長谷川　進 石川　厚 田井　敬士

ＪＦＥｸﾗﾌﾞ 橘高校教員 追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 神南ｸﾗﾌﾞ リコー厚木 大正同好会 個人

江浜　勲 勝又　重信 石川　猶章 長田　鉄男 落合　誠 今井　義勝 佐々木和也 永瀬　典生

追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 テルモ（株） 追浜ｸﾗﾌﾞ たなかｸﾗﾌﾞ 橘高校教員 神南ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ

江浜　勲 高橋　浩 岡田　憲昭 柏崎　秋雄 武藤　直人 古田　勝美 髙井　正美 佐々木　和也

追浜ｸﾗﾌﾞ ヨーラクラブ 松草ｸﾗﾌﾞ リコー厚木 平塚卓栄会 ＨＡＺＡＷＡ ヨーラクラブ 神南クラブ

江浜　勲 渡辺　正晴 山本　光信 長田　鉄男 永瀬　典生 髙井　正美 古谷　昭夫 山田登志夫

追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 沼津ﾄﾞﾘｰﾑ 追浜ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ 平塚卓栄会 沼津ﾄﾞﾘｰﾑ UWF

江浜　勲 大場　宏明 鶴岡　功 髙井　正美 武藤　直人 先崎　清 小山　隆儀 永瀬　典生

追浜ｸﾗﾌﾞ 追浜ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 平塚卓栄会 平塚卓栄会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 函南町卓球教室 OMC

髙井　正美 鶴岡　功 飯田　敬則 三橋　雄司 村上　勝美 開澤　栄相 蜂谷　剛 永瀬　典生

平塚卓栄会 平塚卓栄会 大正同好会 平塚卓栄会 三浦藤沢信金 西湘エース 平塚卓栄会 OMC

蜂谷　剛 三橋　雄司 高橋　浩 開澤　栄相 喜志　勉 山口　徳行 髙井　正美 佐藤　裕一

平塚卓栄会 平塚卓栄会 ヨーラクラブ 西湘エース 茅ヶ崎ｸﾗﾌﾞ 友ｸﾗﾌﾞ 平塚卓栄会 厚木西高校教員

髙井 正美 三橋 雄司 村上 勝美 南木 照男 髙宮　悟 松井 賢司 開沢 栄相 喜志　勉

平塚卓栄会 平塚卓栄会 三浦藤沢信金 鈴音親子ｸﾗﾌﾞ 東高津中ｸﾗﾌﾞ ＯＭＣ 西湘エース 茅ヶ崎クラブ

髙井 正美 三橋 雄司 服部 好春 開沢 栄相 三枝 茂典 西河 雅章 成岡 和男 橘田 康男

平塚卓栄会 平塚卓栄会 三共化成 西湘エース 卓美ｼﾞｭﾆｱ 健康卓球ｸﾗﾌﾞ 卓友会 三共化成

三橋 雄司 三枝 茂典 石川　操 開沢 栄相 佐々木 松井 賢司 成岡 和男 中村　宏

平塚卓栄会 卓美ｼﾞｭﾆｱ 山根会 西湘エース 逗子クラブ ＯＭＣ 西湘エース 冠雲クラブ

松井 賢司 鈴木 卓男 開沢 栄相 渡辺 慶二 宮川　實 川口 恒巳 服部 好春 藤沢　実

ＯＭＣ 南成瀬ｸﾗﾌﾞ 西湘エース 個人 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 山北高校 三共化成 卓和クラブ

三橋 雄司 渡辺 慶二 鈴木 卓男 蜂谷　剛 西河 雅章 藤沢　実 宮川　實 高橋 栄二

平塚卓栄会 個人 南成瀬クラブ 平塚卓栄会 健康卓球ｸﾗﾌﾞ 球楽会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模クラブ

蜂谷　剛 池田 晏章 宮川　實 三橋 雄司 飯田 敬則 遠山 武明 中山 清司 高橋 英興

平塚卓栄会 卓和クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚卓栄会 大正同好会 袖ヶ浦クラブ ＮＫＫ FUTABACULB

蜂谷　剛 遠山 武明 宮川　實 三橋 雄司 池田 晏章 田中　昇 石田 藤沢　実

平塚卓栄会 袖ヶ浦ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚卓栄会 卓和クラブ 田中クラブ 石田クラブ 球楽会

宮川　實 藤沢　実 照井 信夫 池田 晏章 阿部 遠藤 田中　昇 笠木

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 球楽会 綾瀬クラブ 逗子クラブ 田中クラブ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

宮川　實 黒木　進 池田 晏章 藤沢　実 岡 高橋 栄二 藤田 誠治 田中　昇

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓和クラブ 卓和クラブ 松草クラブ 相模クラブ 東芝 田中クラブ

田中　昇 池田 晏章 宮川　實 黒木　進 千田 大多和 中村 布施

田中クラブ 卓和クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 都筑クラブ 逗子クラブ 逗子クラブ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会
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東日本大震災のため中止となりました。

ミドル男子（46歳以上）の部
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ミドル男子（46歳以上）の部
第 　３　 位 ベ　 ス　 ト　 ８

黒木　進 柳川 常寿 池田 晏章 宮川　實 藤沢　実 平牧 山木　敬一 藤田 誠治

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓和クラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓和クラブ 卓和クラブ ＮＫクラブ 東芝

宮川　實 増子 誠一 池田 晏章 熊沢 秀男 染谷 鈴木 黒木　進 柳川 常寿

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 卓和クラブ 卓和クラブ アゼリア 参丸クラブ 逗子クラブ どんぐり 関西ペイント

池田 晏章 柳川 常寿 田中　昇 水落 正昭 本田 大坂 大島 堀

卓和クラブ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 田中クラブ 三共化成 卓友クラブ 卓友 卓和会 上溝卓球愛好会

柳川 常寿 池田 晏章 前川 紘一 永本 光夫 大矢 志村 久雄 関山 俊史 古谷

関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓和クラブ 逗子クラブ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 小田急 日鍛パルプ 華卓会 はだのクラブ

津島 靖武 柳川 常寿 本田 池田 晏章 及川 井上 仁一 古谷 田村 健二

逗子クラブ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 卓友クラブ 卓和クラブ なかよしｸﾗﾌﾞ ミネベア はだのクラブ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会

田中　昇 柳川 常寿 田村 健二 照井 信夫 松本 蓮池 井上 井上 仁一

田中クラブ 関西ﾍﾟｲﾝﾄ 左近山クラブ 高倉クラブ ミネベア ミネベア 大正卓球同好会 ミネベア

柳川 常寿 前川 紘一 星　平 佐野 幸山 井上 平井 松本 井上 仁一

関西ﾍﾟｲﾝﾄ 逗子クラブ 高倉クラブ 卓愛 大正卓球同好会 大正卓球同好会 ミネベア ミネベア

前川 紘一 松本 堀江 及川 蓮池 松本 岡本 重喜 富谷

逗子クラブ ミネベア 関西ペイント なかよしｸﾗﾌﾞ ミネベア 若草クラブ 若草クラブ 青蘭クラブ

前川 紘一 井上 仁一 大坂 正男 高垣 宗司 松尾 平井 山崎 堀江

逗子クラブ 東京ラシ 大正卓球同好会 寒川卓友会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 大正卓球同好会 卓和クラブ 関西ペイント

和田 紘一 添田 光男 井上 勝己 横井 良和 山崎

球楽会 卓ピン会 卓ピン会 高倉クラブ 卓和クラブ

添田 光男 前川 紘一 井上 勝己 猿館 及川 森本 国方 佐々木

卓ピン会 逗子クラブ 卓ピン会 卓ピン会 なかよしｸﾗﾌﾞ 卓ピン会 卓ピン会 相模原

井上 勝己 岡本 重喜 佐々木 松本 小泉 晴彦 宮本 及川 藤沢

卓ピン会 あづま火 相武台 逗子クラブ 卓和クラブ 南台クラブ なかよしｸﾗﾌﾞ 千代卓

小泉 晴彦 富谷 蘓原 佐々木 根岸 三河内元一 平井 小野

茅ヶ崎 青蘭クラブ ＹＡＣ 相模原 ＡＴＣ 三菱樹脂 北の台 あづま金
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