
回 優　勝 準 優 勝

蜂谷　剛 原田　一保 照井　信夫 加藤　啓一 岡　誠治 八田 哲 渡部 彰 三橋 雄司

平塚卓栄会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ 松草ｸﾗﾌﾞ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会

木内　忠男 宮川　實 原田　一保 渡部　彰 栗原　修 加藤　一雄 岡　誠治 加藤　啓一

ﾁｰﾑTAISHO 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ 座間卓球ｸﾗﾌﾞ 松草ｸﾗﾌﾞ 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ

木内　忠男 照井　信夫 宮川　實 加藤　一雄 荻野　昭人 片野　進 加藤　啓一 宮崎  博司

ﾁｰﾑTAISHO 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 西湘エース 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ 横浜卓球ﾍﾞﾃﾗﾝ会

木内　忠男 照井　信夫 宮川　實 志村　久雄 加藤　啓一 加藤　一雄 尾崎　耕兒 田中　昇

日産追浜 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 FAMILY ＦＡＭＩＬＹ 個人 個人 たなかｸﾗﾌﾞ

照井　信夫 宮川　實 東海林　義昭 酒向　昭 疋田　良宏 加藤　啓一 茂木　信昭 田中　昇

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 リコー厚木 大正同好会 HAZAWA ＦＡＭＩＬＹ 大正同好会 たなかクラブ

池上　義信 渡辺　元和 加藤　啓一 照井　信夫 酒向　昭 藤田　誠治 田中　昇 志村　久雄

ＦＡＭＩＬＹ 卓進会 ＦＡＭＩＬＹ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 大正同好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 たなかクラブ ＦＡＭＩＬＹ

田中　昇 照井　信夫 藤田　誠治 酒向　昭 安東　信昭 杉山　敬一 松下　愽治 志村　久雄

たなかｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 大正同好会 ひまわり 大正同好会 座間卓球ｸﾗﾌﾞ 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ

杉山　敬一 藤田　誠治 田中　昇 酒向　昭 志村　久雄 宮本　喬 本間　敏夫 石川　昌樹

大正同好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 たなかｸﾗﾌﾞ 大正同好会 西湘ｽｶｲｸﾗﾌﾞ 彗星会 平塚ｽﾏｯｼｭ 個人

酒向　昭 茂木　信昭 本間　敏夫 菊地　政宣 萩原　敏克 岡本　重喜 松下　愽治 神谷　昭光

大正同好会 大正同好会 平塚ｽﾏｯｼｭ 富士通クラブ 大井ｸﾗﾌﾞ 西湘ｴｰｽ 座間卓球ｸﾗﾌﾞ 県教卓連

菊地　政宣 松下　愽治 秋山　稔 島田　由明 山口　耀生 酒向　昭 山田　清 千原恵之輔

富士通クラブ 座間卓球クラブ 大磯クラブ ＴＴＣ 卓精会 藤沢卓球協会 ＶＴ神奈川 ＶＴ神奈川

和田　紘一 添田　光男 田村　健二 宮田　栄次 山田　清 神谷　昭光 千原　恵之輔 松下　博治

ＶＴ神奈川 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 ＶＴ神奈川 ＴＴＣ ＶＴ神奈川 座間卓球クラブ

添田　光男 田村健二 前川　紘一 藤田　俊樹 山田　清 松下　博治 坂口博泰 島田　由明

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 逗子ｸﾗﾌﾞ 友クラブ アルファ21 友ｸﾗﾌﾞ 西湘エース 白山同好会

田村健二 坂口博泰 添田　光男 今野金次郎 宇野　嘉一 藤田　俊樹 青木泰一郎 清宮　勝利

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 西湘エース 横浜ベテラン会 ＫＴＣクラブ 藤沢・個人 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 相模原ﾍﾞﾃﾗﾝ会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会

藤田　俊樹 添田　光男 宇野　嘉一 清宮　勝利 池田　芳生 平田　清 菊池　孝 山崎　義春

湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 藤沢・個人 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚ＹＯＣ さざんか卓球愛好会 平塚ＹＯＣ 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ

添田　光男 井上仁一 小倉　康雄 藤田　俊樹 岩崎　正一 越地　謙 菊池　孝 宮田　豊

横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 さざんか卓球愛好会 湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 卓遊クラブ 平塚ＹＯＣ 平塚ＹＯＣ 松が丘卓球ｸﾗﾌﾞ

藤田　俊樹 添田　光男 菊池　孝 井上　仁一 佐々木　隆 小平　君栄 坂口　博泰 宇野　嘉一

湘南卓球ｸﾗﾌﾞ 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚ＹＯＣ 個人 東京ﾍﾞﾃﾗﾝ会 逗子卓友会 教職員連盟 大正卓球同好会

菊池　孝 宇野　嘉一 島崎　亘弘 由井　和雄 木村　坂松 船生　勝英 栗原　和子 廣瀬　孝夫

平塚ＹＯＣ 大正同好会 さざんか卓球愛好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 平塚ＹＯＣ 大正同好会 平塚ＹＯＣ 皐月会

前島　英一 田中　五郎 宇野　嘉一 内山　美枝 福岡　初江　 三宅　裕子 米山　繁 筒本　利行

コンドル 東京ﾍﾞﾃﾗﾝ会 個人 コンドル 浜卓会 衣笠卓球ｸﾗﾌﾞ さざんか卓球愛好会 卓進会

宇野　嘉一 筒本　利行 吉村　卓也 中沢　光男

海老名市ｸﾗﾌﾞ 卓進会 平塚ＹＯＣ 泉区

宇野　嘉一 坂巻　勝 由井　和雄 国原　武男

横浜ﾗｰｼﾞ愛好会 横浜ﾗｰｼﾞ愛好会 横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 相模クラブ
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ゴールド男子（ 24回までは男66,女61歳以上、25回以降は男女別で66歳以上）の部

30 東日本大震災のため中止となりました。
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☆ ☆ ☆ ☆
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