
33 佐々木　信也 横浜ＳＷＩＴＣＨ/神奈川

32 佐野　貴幸 鳩ケ谷クラブ/埼玉

小布施　和成 朝日クラブ/埼玉

65

31 真鍋 友希 ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ/東京 大場　崇志 横浜ＳＷＩＴＣＨ/神奈川 64

30 御畑　俊博 TEAM-ISOGO/神奈川 長谷川　尚也 日本精工/神奈川 63

29 岡本　紘樹 ＪＦＥ京浜/神奈川 粟津 成達 チームＤＲＥＡＭ/東京 62

28 工藤　隆 袖ヶ浦クラブ/千葉 古賀　翔太　 シックス・ワン/神奈川 61

27 水口　貴則 中原クラブ/神奈川 大村 将広 １－Ｃ/東京 60

26 行則 一秀 ＳＰＯＴＴＯ/東京 石井　信之 さくらぐみ/神奈川 59

流山アストロズ/千葉 56

22 山越　尚也 TROUBLESOME/栃木 小牧　玲雄 青嵐クラブ/神奈川 55

25 伊藤 喜樹 千代田クラブ/東京 小堀 佑也 ＩＭＰＡＣＴ/東京 58

24 黒澤　利仁 TKOクラブ/埼玉 松岡 真也 ＴＥＡＭＺＥＲＯ/東京 57

築地　佑太 蝶友クラブ/埼玉

53

19 中本　敦雄 東京ガス千葉/千葉 笠松 隆幸 Ｔ＆Ｔクラブ/東京 52

新井　達也 SPC/茨城

21 山田　泰久 蝶友クラブ/埼玉 川口 翔史 卓精会/東京 54

20 山根 剛 日産追浜/東京

23 佐藤　博紀 MD相模/神奈川 小河原　拓也

18 大日向　秀収 梅屋敷卓球クラブ/神奈川 植野 拓哉 ブルーグリーン/東京 51

17 石塚　宏之 A.J.C.C/神奈川 川崎　透 横浜国大クラブ/神奈川 50

16 高中　亞鈴治 わくどきダイアリー/埼玉

大柴　俊紀 大網クラブ/千葉

49

15 米本　勇輝 プレミア/神奈川 石松　和哉 日産追浜/神奈川 48

14 堀江　雄人 大網クラブ/千葉 47

13 細井 悠太 ＩＭＰＡＣＴ/東京 田中　直記 親球会/埼玉 46

12 今泉　大地 青嵐クラブ/神奈川 神倉　峻 高倉クラブ/神奈川 45

11 穴原 和直 １－Ｃ/東京

上田 達章 ウイニングクラブ/東京

44

10 深見　太郎 シックス・ワン/神奈川 大澤　勇斗 太洋歯科/神奈川 43

9 志村　信好 TKOクラブ/埼玉 兼子 啓 Ｅｘｃｅｅｄ大田/東京 42

8 北田　雄大 シーグラス/神奈川 河合　竜太 TTC浦和・土合/埼玉 41

7 狩野 怜志 ＺＩＺＯ倶楽部/東京 黒紙　徳幸 A.J.C.C/神奈川 40

6 矢野　泰成 リコー厚木/神奈川 大塚　将史 ボンバーズ/千葉 39

5 田辺　和也 日産追浜/神奈川 秋元 要人 ＩＶ　ＨＯＭＭＥ/東京 38

豊泉 樹一郎 京球会/東京 36

2 齋藤　健吾 ファイターズ/神奈川

森山　喬史 TKOクラブ/埼玉

35

千代田
クラブ

髙木和

千代田
クラブ

髙木和

日産追浜

笹尾
３－０

決勝

男子サーティ (1)　記録
1 大塚　裕貴 流山アストロズ/千葉

髙木和 健一 千代田クラブ/東京

34

4 橋谷田 俊 チームＤＲＥＡＭ/東京

新谷　大樹 美しが丘クラブ/神奈川

37

3 星 佳吾 西東京クラブ/東京



95 吉田　優介 SHIPs/神奈川 湯澤 博貴 ＳＰＯＴＴＯ/東京 127

竹之内　亮佑 流山アストロズ/千葉 130

96 奥村　駿 青嵐クラブ/神奈川 煤田　達也 梅屋敷卓球クラブ/神奈川 128

97 長谷　陽介 ボンバーズ/千葉 ｂｙｅ 129

93 笹尾　卓人 日産追浜/神奈川 工藤　祐作 シックス・ワン/神奈川 125

94 秋草　陽介 鳩ケ谷クラブ/埼玉 髙橋　優太 TKOクラブ/埼玉 126

91 菊田　敏之 リコー厚木/神奈川 松谷　一輝 シーグラス/神奈川 123

92 伊藤 由宇 Ｔ＆Ｔクラブ/東京 大沼 克彰 熱球倶楽部/東京 124

89 須保 博行 大花火/東京 小島　克之 日鉄東日本君津/千葉 121

90 加藤 匠 杜卓球クラブ/東京 田淵 拓也 １－Ｃ/東京 122

87 中川　辰宣 シーグラス/神奈川 松浦 虎三郎 千代田クラブ/東京 119

88 川口　祐太 横浜国大クラブ/神奈川 水ノ上　達也 横浜国大クラブ/神奈川 120

85 鹿島　拓朗 TKOクラブ/埼玉 瀬川　義友 ＪＦＥ京浜/神奈川 117

86 藤本　駿 袖ヶ浦クラブ/千葉 田中　良平 鶴見labo/神奈川 118

83 荒木 亮祐 Ｋｕｎｉｔａｋｕ/東京 笹田 広行 まじかるぱんだ/東京 115

84 上野　瑛 シックス・ワン/神奈川 大島　佑太 ＮＴＴＣ/埼玉 116

81 萩本　政大 TKOクラブ/埼玉 森　大輔 高倉クラブ/神奈川 113

日産追浜

82 髙橋　英二 SPC/茨城 廣瀬　豊 太洋歯科/神奈川 114

78 川久保　直哉 流山アストロズ/千葉 伊藤　拓馬 ファースト/埼玉 110

79 奈良　和之 梅屋敷卓球クラブ/神奈川 舘岡 俊矢 ＹＯＹＯ　ＴＡＫＫＹＵ/東京 111

笹尾
80 千葉 雄太 Ｅｘｃｅｅｄ大田/東京 坂井　崇人 山梨MTC/山梨 112

76 石塚 航平 Ｔ．Ｏ．Ｍ＆卓球三昧/東京 荻久保　陽介 シックス・ワン/神奈川 108

77 田中　宏明 A.J.C.C/神奈川 紺野 文哉 ＺＩＺＯ倶楽部/東京 109

74 久保　大輔 FTC/神奈川 曾谷　拓也 スピリッツ　市原/千葉 106

75 宮澤　直也 朝日クラブ/埼玉 山内　乙平 横浜ＳＷＩＴＣＨ/神奈川 107

72 瀬川 直道 千代田クラブ/東京 施　宇哲 蝶友クラブ/埼玉 104

73 宮地　勇樹 美しが丘クラブ/神奈川 古西　瞭太 青嵐クラブ/神奈川 105

70 佐藤　亮 蝶友クラブ/埼玉 大村 拓己 ウイニングクラブ/東京 102

71 山崎 智大 チームＤＲＥＡＭ/東京 糟谷　文月 TEAM-ISOGO/神奈川 103

68 芋谷　慎太郎 ＡＣ/神奈川 島川　修一 日産追浜/神奈川 100

69 黒澤　和範 日製日立/茨城 谷合 大樹 西東京クラブ/東京 101

男子サーティ (2)記録
66 川口　拡 カヴァヌーラ/神奈川 鈴木　優希 大網クラブ/千葉 98

67 荻野 友希 １－Ｃ/東京 島村 晋太郎 ＩＭＰＡＣＴ/東京 99



優勝

準優勝

第３位

第３位

髙木和 健一

笹尾　卓人

松浦 虎三郎

大塚　裕貴

千代田クラブ/東京

日産追浜/神奈川

流山アストロズ/千葉

千代田クラブ/東京


