
1位 長尾�（しず焼信金） 伊藤�（しず焼信金） 1位 石川�（North W) 河本�（North W)

2位 加藤�（しず焼信金） 加藤�（しず焼信金） 2位 小柳津�（静高ク） 西澤�（静高ク）

3位 斎藤�（しず焼信金） 吉田�（しず焼信金） 3位 雨澤�（静岡県大） 望月�（静岡県大）

4位 河原�（清卓ク） 中村�（静卓ク） 4位 高田�（静岡県庁） 羽田�（静高ク）

5位 望月�（しず焼信金） 影山�（STT) 5位 佐野�（アグレス） 峰澤�（静大）

6位 大場�（ドリーム） 杉村�（ドリーム） 6位 寺田�（そよ風） ��森��（橋向こう）

1位 天野�（みるく） 大江�（みるく） 1位 小森田�（静卓ク） 田代�（青峰ク）

2位 日渡�（そよ風） 井草�（そよ風） 2位 村松�（JR東海） 稲葉�（井上卓球）

3位 入手�（卓球交流会） 山田�（卓球交流会） 3位 渡部�（卓球交流会） 望月�（駒八ク）

4位 山田�（楓） 高田�（楓） 4位 小吹�（八葉会） 片山�（羽衣ク）

5位 望月�（North W) 八木�（North W) 5位 平野�（VITAMIN) 望月�（VITAMIN)

6位 望月�（そよ風） 望月�（そよ風） 6位 沢田�（駿河） 松下�（SCS）

棄権 笹本�（エクセル） 土屋�（STT)

1位 石岡�（井上卓球） 立花�（卓球交流会） 1位 寺田�（富士通） 西谷�（富士通）

2位 荒木�（清卓ク） 宮崎�（ウンザウンザ） 2位 佐々木�（遊卓） 武田�（遊卓）

3位 古矢�（みるく） 平山�（みるく） 3位 鈴木�（楓） 池ノ谷�（楓）

4位 柿平�（KOITO） 柿平�（静工ク） 4位 片桐�（西奈ク） 片桐�（西奈ク）

5位 紅林�（富士通） 斎藤�（静岡県庁） 5位 伊藤�（VITAMIN) 中川�（SMASH)

6位 深澤�（サイドイン） 永田�（三保卓球） 6位 大谷�（駿河） 岡本�（駿河）

7位 尾崎�（North W) 杉本�（North W) 7位 加藤�（ゲッツ） 虫鹿�（横内夢ク）

1位 上野�（エクセル） 松永�（SCS) 1位 片山�（羽衣クラブ） 上城�（静岡ク）

2位 牧野�（遊卓） 森��（長田ク） 2位 村松�（エクセル） 増田�（エクセル）

3位 山崎�（遊卓） 堀田�（遊卓） 3位 馬目�（SCS） 富岡�（駿河）

4位 鈴木�（SCS） 押尾�（SCS） 4位 大石�（VITAMIN) 土屋�（VITAMIN)

5位 山本�（静岡南ク） 渡部�（静山卓ク） 5位 長谷川�（楓） ��瀧��（楓）

6位 黒田�（駿河） 小久�（駿河） 6位 石川�（エクセル） 笹本（エクセル）

7位 石垣�（静岡南ク） 小圷�（サイドイン) 7位 ��谷��（卓球交流会） 藤田�（卓球交流会）

1位 花村�（カサブランカ） 柾本�（カサブランカ） 1位 秋山�（草薙ク） 鈴木�（草薙ク）

2位 深澤�（駿河） 谷元�（駿河） 2位 宮崎�（チームレジェンド） 松本�（チームレジェンド）

3位 河村�（広野ク） 紅林�（駒八ク） 3位 西山�（オレンジ） 竹下�（トムソーヤ）

4位 大橋�（城内葵） 高橋�（城内葵） 4位 刈和�（外岡総合） 堀池�（外岡総合）

5位 柴田�（トムソーヤクラブ） 岡田�（清水スポーツク） 5位 牧田�（親和会） 牧田�（親和会）

6位 石川�（外岡総合） 岩倉�（トリプルあず） 6位 寺田�（卓球交流会） 木村�（卓球交流会）

7位 藤田�（オリオン） 藤本�（清卓ク） 7位 佐藤�（安倍川卓球） 山田�（安倍川卓球）

男子�5�部 男子�6�部

男子�8�部男子�7�部

男子�9�部 男子�10�部

男子�1�部 男子�2�部

男子�4�部男子�3�部

ランク別ダブルリーグ大会（前期）�男子の部



1位 宮内�（しず焼信） 長尾�（しず焼信） 1位 堀場�（西奈ク） 永江�（サイドイン）

2位 林野�（エクセル） 大塚�（卓朋ク） 2位 木村�（VITAMIN) 佐藤�（アグレス）

3位 鈴木�（F-LINX) 田中�（しず焼信） 3位 木村�（駿河) 野月�（御ラビッツ)

4位 山梨�（みるく） 増田�（静卓ク） 4位 佐藤�（オリーブ） 田畑�（オリーブ）

5位 松浦��（ドリーム） 山梨�（ドリーム） 5位 山内�（VITAMIN) 村上�（VITAMIN)

6位 松岡�（卓朋ク） 森田�（みるく） 6位 大場�（ドリーム） 井出�（ドリーム）

1位 井澤�（長田ク） 星野�（遊卓ク） 1位 入手�（オリーブ） 清水�（オリーブ）

2位 伊藤�（MIX) 大塚�（焼津ラージ） 2位 高橋�（オリオン） 渡邉�（オリオン）

3位 藪崎�（清卓ク） 富田（清卓ク） 3位 武智�（水曜会） 石井�（遊卓）

4位 中島�（ワンピース） 松岡�（前ちゃん） 4位 杉村�（かめれおん） 栃本�（かめれおん）

5位 川﨑　（横内夢ク） 池田�（城内葵） 5位 鷲巣�（エクセル） 横山�（エクセル）

6位 大石�（VITAMIN) 木佐森�（VITAMIN) 6位 大石�（オリーブ） 大石�（オリーブ）

棄権 木下�（オリーブ） 中野�（オリーブ） 7位 佐藤�（水曜会） 菊嶋�（水曜会）

1位 提橋�（くれよん） 伊藤�（くれよん） 1位 加藤�（くれよん） 青木�（くれよん）

2位 ��森��（安倍川卓） 山本�（安倍川卓） 2位 大村�（横内夢ク） 酒谷�（西奈ク）

3位 内山�（遊卓） 望月�（ポメクラブ） 3位 永井�（WEST） 寺田�（オリオン)

4位 近藤�（STT) 松永�（STT) 4位 池田�（安倍川卓） 伊藤�（安倍川卓）

5位 立花�（スマッシュ） 高島�（横内夢ク） 5位 久保田�（フレスコ） 大石�（フレスコ）

6位 ��森��（オリオン） 藤本�（清卓ク） 6位 長島�（綺羅） 松本�（綺羅）

7位 稲垣�（卓球交流会） 望月�（悠々ク） 7位 徳田�（綺羅） 横尾�（綺羅）

女子�6�部女子�5�部
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女子�1�部 女子�2�部

女子�4�部女子�3�部
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