
平成１7年全日本混合県予選会
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9 松原・藤谷 (エバーフリ)

渡邊・石橋 (甲賀卓友会) 178 影井・前田 (近江・滋賀学)

山田・草野 (近江・滋賀学) 167 横山・牧田 (甲賀卓友会)

横山・木村 (近江・滋賀学) 156 柿谷・西村 (近江・滋賀学)

多中・多中 (エバーフリ) 145 古川・古川 (京産・同志社)

森谷・安居 (近江・滋賀学) 134 土田・光定 (近江・滋賀学)

山下・中津 (甲賀卓友会) 123 林 ・野洲 (近江・滋賀学)

田中・小泉 (エバーフリ) 112 国友・豊本 (甲賀卓友会)

森部・伊藤 (エバー八商) 101 田原・櫻田 (びわこ・松下)



平成1７年全日本男子ダブルス予選
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渡邉・横山 (甲賀卓友会) 31

結城・辻 (近江高校) 3015 森部・吉永 (京都大学)

山田・松井 (滋賀大学) 2914 村上・松井 (マランクラブ)

平野・尾田 (山卓) 2813 小田・佐藤 (滋賀大学)

森谷・横山 (近江高校) 2712 堀田・安井 (evre free)

水野・俣野 (高島高校) 2611 馬場・島田 (高島高校)

相坂・池田 (八日市南高) 2510 柿谷・山田 (近江高校)

田中・魚木 (evre free) 249 須貝・中谷 (甲賀卓友会)

木津・駒井 (高島ク高校) 238 山本・森部 (evre free)

松原・多中 (evre free) 227 竹内・山田 (中京大学)

勝見・橘 (彦工・滋園) 216 山田・山本 (evre free)

岩脇・山内 (彦根工業) 205 影井・林 (近江高校)

辻 ・坂上 (近江高校) 194 国友・山下 (甲賀卓友会)

前川・熊谷 (高島高校) 183 山内・明石 (山卓)

古川・辻元 (京産・エバー) 172 本郷・中島 (ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ)

武市・山中 (マランクラブ) 161 手原・山本 (彦卓会)



平成１7全日本選手権県予選会
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石橋・牧田 (甲賀卓友会) 189 田中・伊藤 (八幡商高)

野洲・前田 (滋賀学園) 178 松浦・宇野 (ロイヤルク)

原山・渡邊 (ＪＯＹ松下) 167 垣貫・西河 (高島高校)

野洲・兼房 (八幡商高) 156 木村・草野 (滋賀学園)

廣本・兵藤 (高島高校) 145 多中・藤谷 (エバーフリ)

小山・松本 (八幡商高) 134 中村・寺井 (八幡商高)

高倉・堀 (草津東高) 123 豊本・中津 (甲賀卓友会)

阪路・川端 (ロイヤルク) 112 光定・朝戸 (滋賀学園)

安居・西村 (滋賀学園) 101 国松・櫻田 (松下電工)
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35 山本 慶 (evre free)

森部 達 (京都大学) 6934 岡田 雄馬 (八日市南高)

本郷 大 (ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ) 6833 辻元 裕貴 (ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ)

小田祥太郎 (滋賀大学) 6732 影井 佑紀 (近江高校)

阪東 雄志 (evre free) 6631 木津 陽介 (高島クラブ)

中谷 剛 (甲賀卓友会) 6530 竹内 友彦 (中京大学)

山本 直樹 (彦卓会) 6429 前川 和徳 (高島高校)

日野 翔太 (ロイヤルク) 6328 辻  和樹 (近江高校)

柿谷 司 (近江高校) 6227 横山 紀行 (甲賀卓友会)

山本 潤 (evre free) 6126 堀田 修身 (evre free)

魚木 範夫 (evre free) 6025 須貝 史幸 (甲賀卓友会)

勝見 優貴 (彦根工業) 5924 水野 聖準 (高島高校)

明石 元気 (山卓) 5823 岩脇 盛治 (彦根工業)

古川 朋樹 (京都産大) 5722 佐藤 英明 (滋賀大学)

俣野 長之 (高島高校) 5621 吉永 守 (京都大学)

岩崎 正徳 (中京学院) 5520 村上 肇 (マロンクラ)

坂上 裕真 (近江高校) 5419 山田 将太 (近江高校)

渡邉 真也 (甲賀卓友会) 5318 松原 拓 (evre free)

山中 大輔 (マロンクラ) 5217 手原 義己 (彦卓会)

中村 康二 (滋賀大学) 5116 熊谷 浩明 (高島高校)

山田 博規 (彦卓会) 5015 山内 乙平 (山卓)

平野 智大 (山卓) 4914 相板 健夫 (八日市南高)

山田 拓也 (evre free) 4813 横山 雄太 (近江高校)

林  慎治 (近江高校) 4712 尾田 耀平 (山卓)

山田 雄也 (中京大学) 4611 国友 武士 (甲賀卓友会)

駒井 亮 (高島高校) 4510 多中 章人 (evre free)

森谷 賦 (近江高校) 449 田中 英樹 (evre free)

山内 大士 (彦根工業) 438 武市 宗司 (マロンクラ)

山下 秀文 (甲賀卓友会) 427 中島 雅ト (ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ)

相板 晴樹 (八日市南高) 416 山田 佳彦 (滋賀大学)

島田 直昴 (高島高校) 405 馬場 大地 (高島高校)

松井 康浩 (滋賀大学) 394 橘  義城 (彦根工業)

土田 真 (滋賀学園) 383 結城 昌弘 (近江高校)

辻  有記 (近江高校) 372 安井 和哉 (evre free)

森部 淳 (evre free) 361 田原 直昌 (びわこ銀行)

10 多中 章人 (evre free) 駒井 亮 (高島高校) 45

27 横山 紀行 (甲賀卓友会) 渡邉 真也 (甲賀卓友会) 53

松原 森部

横山 渡邉



１7年度全日本県予選
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櫻田 優 (松下電工) 3819 高倉 亜希子 (草津東高)

小山 瑛梨花 (八幡商業高) 3718 松本 侑子 (八幡商業高)

廣本 真里 (高島高校) 3617 古川 香里 (同志社大)

朝戸 亜子 (滋賀学園高) 3516 光定 木の美 (滋賀学園高)

宇野 明日香 (ロイヤルク) 3415 中村 綾香 (ロイヤルク)

野洲 由佳 (滋賀学園高) 3314 原山 千沙登 (矢倉ＴＴＣ)

川端 英莉 (ロイヤルク) 3213 西河 梨江 (高島高校)

藤谷 祥衣 (エバーフリ) 3112 永井 千秋 (ロイヤルク)

伊藤 さゆり (八幡商業高) 3011 中村 詩奈 (八幡商業高)

西村 未菜 (滋賀学園高) 2910 安居 翔子 (滋賀学園高)

兼房 恵 (八幡商業高) 289 多中 絵理 (エバーフリ)

兵藤 渚 (高島高校) 278 寺井 舞 (八幡商業高)

渡邊 涼香 (ＪＯＹ松下) 267 前田 賀世子 (滋賀学園高)

松浦 茜 (ロイヤルク) 256 垣貫 昭香 (高島高校)

草野 真由美 (滋賀学園高) 245 野洲 杏佳 (八幡商業高)

中尾 かえで (ロイヤルク) 234 木村 友美 (滋賀学園高)

小泉 佐代子 (エバーフリ) 223 阪路 彩加 (ロイヤルク)

堀  聖美 (草津東高) 212 若林 奈々 (山卓)

田中 由美 (八幡商業高) 201 国松 春佳 (松下電工)

安居 草野

光定 藤谷

9 多中 絵理 (エバーフリ) 兵藤 渚 (高島高校) 27

16 光定 木の美 (滋賀学園高) 藤谷 祥衣 (エバーフリ) 31


