
①：男子一般　１位トーナメント １～４コート

1 長谷川（Ｙ卓会） 佐々木(個人） 緒方（アルファ２１） 鈴木(日大高校）

19 斉藤(卓　　友） 吉田(遊遊会） 西條(日大高校） 岡村(山手学院） 1
2

18 小泉（ＴＡＱＣ） 吉田（Ｈａｓｗｅｌｌ） 橋本（アルファ２１） 松尾(港北高校）
1

9 川合(神奈川大学） 佐藤（Ｌ天国） 西村(横浜高校） 丸山(港北高校） 1

8 渡辺(ﾕｰﾃｨｰｴﾑ） 根間（ＣＬＥＯ） 和田(鶴見総合高） 青木(日大高校）

5 古賀(神奈川大学） 河本（Ｌ天国） 大塚(横須賀学院） 馬鳥（港北高校） 1

12 吉田（ル・クール） 小西（Ｈａｓｗｅｌｌ） 竹中(横浜高校） 谷中(日大高校）

13 三井(神奈川大学） 丸茂（ＣＬＥＯ） 伊藤(港北高校） 上野（アルファ２１） 2 2

16 又吉(横浜ＢＬＴＴ） 梅津(山手学院） 海老名(日大高校）安室(横浜高校）
2

4 松井(太洋歯科） 寺井(個　　人） 二階堂(平塚ろう学校） 富田(日大高校） 0

3 石田(神奈川大学） 松浦（Ｈａｓｗｅｌｌ） 根岸(日大高校） 金（アルファ２１）

15 篠田（ニッパツ） 岩戸（アルファ２１） 鈴木(日大高校） 小川(横須賀学院）

14 田中(南戸塚） 高嶋(個　　人） 猪多(港北高校） 山岡(鶴見総合高） 0
1

11 原(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） 佐藤（Ｈａｓｗｅｌｌ） 林(日大高校） 板倉(平塚ろう学校）

6 伊藤(神奈川大学） 松沢（Ｌ天国） 菊地(港北高校） 鈴木(横浜高校） 0
0

7 和泉（ＳＨＩＰｓ） 藤田(港北高校） 宇根(国大クラブ）
2

10 豊由(神奈川大学） 新川(横浜ＢＬＴＴ） 次田(日大高校） 大泉（個　　人） 1

17 加藤(神奈川大学） 小曽根（Ｈａｓｗｅｌｌ）金杉(磯子高校） 矢野(日大高校）
2

1

20 鈴木（ＴＡＱＣ） 松本（Ｙｐｈａｒｍ） 岸本(横浜高校） 佐東(港北高校） 1
2

2 内田(太洋歯科） 宮澤（ＣＬＥＯ） 行村(日大高校） 住谷(山手学院）

1位 ：渡辺　嘉則（ユーティーエム）

2位 ：石田　和基(神奈川大学）

3位 ：小西　航（Ｈａｓｗｅｌｌ）

3位 ：宇根　健登(国大クラブ）



①：男子一般　２位トーナメント(3ｹﾞｰﾑﾏｯﾁ） ５～７コート

1 長谷川（Ｙ卓会） 佐々木(個人） 緒方（アルファ２１） 鈴木(日大高校）

19 斉藤(卓　　友） 吉田(遊遊会） 西條(日大高校） 岡村(山手学院） 0
0

18 小泉（ＴＡＱＣ） 吉田（Ｈａｓｗｅｌｌ） 橋本（アルファ２１） 松尾(港北高校）
0

9 川合(神奈川大学） 佐藤（Ｌ天国） 西村(横浜高校） 丸山(港北高校） 0

8 渡辺(ﾕｰﾃｨｰｴﾑ） 根間（ＣＬＥＯ） 和田(鶴見総合高） 青木(日大高校）

5 古賀(神奈川大学） 河本（Ｌ天国） 大塚(横須賀学院） 馬鳥（港北高校） 0
1

12 吉田（ル・クール） 小西（Ｈａｓｗｅｌｌ） 竹中(横浜高校） 谷中(日大高校）

13 三井(神奈川大学） 丸茂（ＣＬＥＯ） 伊藤(港北高校） 上野（アルファ２１）
0

1

16 又吉(横浜ＢＬＴＴ） 梅津(山手学院） 海老名(日大高校）安室(横浜高校） 0

4 松井(太洋歯科） 寺井(個　　人） 二階堂(平塚ろう学校） 富田(日大高校）

3 石田(神奈川大学） 松浦（Ｈａｓｗｅｌｌ） 根岸(日大高校） 金（アルファ２１） 0

15 篠田（ニッパツ） 岩戸（アルファ２１） 鈴木(日大高校） 小川(横須賀学院）

14 田中(南戸塚） 高嶋(個　　人） 猪多(港北高校） 山岡(鶴見総合高） 0

11 原(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） 佐藤（Ｈａｓｗｅｌｌ） 林(日大高校） 板倉(平塚ろう学校）

6 伊藤(神奈川大学） 松沢（Ｌ天国） 菊地(港北高校） 鈴木(横浜高校） 0
0

7 和泉（ＳＨＩＰｓ） 藤田(港北高校） 宇根(国大クラブ） 0
1

10 豊由(神奈川大学） 新川(横浜ＢＬＴＴ） 次田(日大高校） 大泉（個　　人）

17 加藤(神奈川大学） 小曽根（Ｈａｓｗｅｌｌ）金杉(磯子高校） 矢野(日大高校）
0

20 鈴木（ＴＡＱＣ） 松本（Ｙｐｈａｒｍ） 岸本(横浜高校） 佐東(港北高校） 0
1

2 内田(太洋歯科） 宮澤（ＣＬＥＯ） 行村(日大高校） 住谷(山手学院）

1位 ：根間　真樹（ＣＬＥＯ）

2位 ：篠田　明宜(ニッパツ）



②：男子45才以上　決勝トーナメント ８コート

1-1 宇根(国大クラブ） 樫山（ＭＲＣ） 北條（Ｈａｓｗｅｌｌ）

3-2 河野（ＳＨＩＰｓ） 三森（Ｈａｓｗｅｌｌ） 治田（サジタリアス）印南(総研大クラブ） 1

2-2 治田(サジタリアス）菅野(TEAM CHAPAN） 松尾(個　　人）
0

5-1 小林（ＳＨＩＰｓ） 冨岡(TEAM CHAPAN） 山田（ＴＡＱＣ） 佐久間(南戸塚） 1

4-1 䔥(太洋歯科） 森本(ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ浦井(横浜ＢＬＴＴ） 渡邉(個　　人）
0

3-1 河野（ＳＨＩＰｓ） 三森（Ｈａｓｗｅｌｌ） 治田（サジタリアス）印南(総研大クラブ） 2
0

4-2 䔥(太洋歯科） 森本(ﾃﾆｼｬｽﾅｶｰｽﾞ浦井(横浜ＢＬＴＴ） 渡邉(個　　人）

1-2 宇根(国大クラブ） 樫山（ＭＲＣ） 北條（Ｈａｓｗｅｌｌ） 2 0

5-2 小林（ＳＨＩＰｓ） 冨岡(TEAM CHAPAN） 山田（ＴＡＱＣ） 佐久間(南戸塚）

2-1 治田(サジタリアス）菅野(TEAM CHAPAN） 松尾(個　　人） 2

１位 ：宇根　総一郎(横浜国大クラブ）

２位 ：山田　泰司（ＴＡＧＣ）

③：男子５５才以上　決勝トーナメント ９コート

1-1 佐藤（ＳＨＩＰｓ） 若林(卓球三昧） 坂本（パラソル） 0

3-2 山城(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 早野(大正同好会） 野村（マスター） 牟田（Ｈａｓｗｅｌｌ）
0

2-2 本脇(東　　芝） 小野（ＨＡＺＡＷＡ） 鈴木（ル・クール） 2

4-1 室井(大正同好会） 小西（ＣＬＥＯ） 瀦塚（ル・クール） 中西(水木会）
1

3-1 山城(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 早野(大正同好会） 野村（マイスター） 牟田（Ｈａｓｗｅｌｌ）

1-2 佐藤（ＳＨＩＰｓ） 若林(卓球三昧） 坂本（パラソル） 0

4-2 室井(大正同好会） 小西（ＣＬＥＯ） 瀦塚（ル・クール） 中西(水木会） 2

2-1 本脇(東　　芝） 小野（ＨＡＺＡＷＡ） 鈴木（ル・クール）
0

１位 ：野村　昌俊（マイスター）

２位 ：山城　和義(横浜ベテラン会）



④：男子６５才以上　決勝トーナメント １０・１１コート

1-1 照井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 関本(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 松山（リマソン） 上出(卓楽会）

7-2 宮川(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 吉田(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 笠原（パラソル） 1
1

2-2 近藤（ＨＡＺＡＷＡ） 長田(神南クラブ） 牧野（ＡＧＣクラブ） 高田（ゆうクラブ）
1

5-1 渡辺（ＭＴＣ） 多田(神南クラブ） 平石(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 米内山(個　　人）
2

3-2 下東(大正同好会） 角田（ＭＴＣ） 窪田(個　　人） 松田(個　　人） 0

6-2 岸(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） 和泉（ＳＨＩＰｓ） 赤尾（リマソン） 長谷川(個　　人） 0

4-1 尾崎(個　　人） 渡辺(卓伸会） 佐藤（リマソン） 大野（ＡＧＣクラブ）

3-1 下東(大正同好会） 角田（ＭＴＣ） 窪田(個　　人） 松田(個　　人）
0

5-2 渡辺（ＭＴＣ） 多田(神南クラブ） 平石(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 米内山(個　　人） 2
0

1-2 照井(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 関本(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 松山（リマソン） 上出(卓楽会） 0

6-1 岸(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会） 和泉（ＳＨＩＰｓ） 赤尾（リマソン） 長谷川(個　　人）

7-1 宮川(横浜ﾍﾞﾃﾗﾝ会 吉田(六つ卓ｸﾗﾌﾞ） 笠原（パラソル）
1

4-2 尾崎(個　　人） 渡辺(卓伸会） 佐藤（リマソン） 大野（ＡＧＣクラブ） 0

2-1 近藤（ＨＡＺＡＷＡ） 長田(神南クラブ） 牧野（ＡＧＣクラブ） 高田（ゆうクラブ） 1

１位 ：渡辺　正和(卓伸会）

２位 ：宮川　實(横浜ベテラン会）

３位 照井　信夫(横浜ベテラン会）

３位 和泉　正則（ＳＨＩＰｓ）


