
予選リーグ→決勝トーナメント

松原  拓 眞田 的貴 川村 直毅 梅野 光平
（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （東大津高） （湖東クラブ） （彦根翔陽高）

梅原 健史 向井 直人 礒谷
（近江クラブ） （彦根翔陽高） （山  卓）

加藤 忠弘 国友 武士 鹿取 俊治
（八日市クラブ） （甲賀卓友会） （彦根東高） 1 1

田中 英樹 山口 茂和 稲津 翔太 鬼澤  健
（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （八日市クラブ） （ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ） （ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ）

森谷  賦 塩屋 貴大 樋口 栄一
（ｓｆｉｄａ） （東大津高） （長浜クラブ）

安井 和哉 須貝 史幸 北川 翔太 1 1

（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （甲賀卓友会） （彦根東高）

村上  肇 山﨑 英敏 村田 正志 1

（彦卓会） （高島クラブ） （彦根翔陽高）

横山 紀行 岡谷 潤一 須下 善隆
（甲賀卓友会） （草津マスタ－ズ） （東大津高）

桂田 憲二 西秋 健也 宮本 達也
（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （彦根東高） （彦根翔陽高）

平野 智大 石田  勉 宮口 廉平
（山  卓） （八日市クラブ） （ＪＯＹ松下） 2

辻元 裕貴 森   裕二 藤木 大輔
（ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ） （野洲クラブ） （東大津高）

中江 基満 横山 雄太 蓮沼 優気
（八日市クラブ） （甲賀卓友会） （彦根翔陽高） 1

多中 章人 笹木 徳行 小野 匡升 1 1

（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （長浜クラブ） （彦根翔陽高） 3

渡邊 真也 亀井 俊和 村田  敦
（甲賀卓友会） （草津クラブ） （ＪＯＹ松下）

明石 勇気 山中   肇 田中 勇志
（彦根東高） （八日市クラブ） （東大津高）

駒井   亮 竹端 義忠 清水 達也 1

（高島高） （ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （彦根翔陽高）

木戸 伸行 米田 晃洋 田辺
（ｓｆｉｄａ） （彦根翔陽高） （山  卓）

髙山 康弘 北川 貴一 福田 航也
（野洲クラブ） （ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （東大津高） 2

平野 泰幸 日野 淳一 山本 悠樹 1

（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （近江クラブ） （彦根東高） 1

武市 崇司 福田 敏行 中道 寿宏 2

（彦卓会） （長浜クラブ） （八日市クラブ）

小山 雄康 柴田 夕貴 石田 優磨
（マロンクラブ） （ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （彦根翔陽高）

本郷  大 福谷 修宏 浦津 佳貴
（ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ） （甲賀卓友会） （東大津高）

小川 一善 清水 宏紀 西田  洋 1 2

（八日市クラブ） （彦根東高） （彦根翔陽高）

三栖 克明 山本 晃平 吉田 剛史
（甲賀卓友会） （東大津高） （湖東クラブ）

山本  慶 中村   藍 西田 武久
（ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ） （彦根翔陽高） （水口中学）
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石橋 淳子 阪路 彩加 高木 祐紀 松井佐知子
（甲賀卓友会） （ロイヤルクラブ） （ＪＯＹ松下） （平クラブ）

草野真由美 亀井由紀子 冨田 晴美
（滋賀学園高） （草津クラブ） （八日市クラブ）

小泉佐代子 中野 仁美 岩崎 理沙
（ｅｖｅｒ ｆｒｅe） （彦根翔陽高） （滋賀学園高） 2

尉   孟暁 太田 治美 乾澤 静香
（滋賀学園高） （ｅｖｅｒ ｆｒｅe） （八日市クラブ）

櫻田   優 木村 友美 若林 奈々
（松下電工彦根） （滋賀学園高） （山    卓）

西村 未菜 乾澤ひとみ 山本 和代
（滋賀学園高） （八日市クラブ） （甲賀卓友会）

國松 春佳 光定木の美 西川  絢
（松下電工彦根） （滋賀学園高） （ＪＯＹ松下）

飴山美由紀 豊本 奈美 川内 美佳 1

（ｅｖｅｒ ｆｒｅe） （甲賀卓友会） （滋賀学園高）

安居 翔子 山形 里奈 中村 良子
（滋賀学園高） （マロンクラブ） （平クラブ）

１位 ２位 ３位

マスターズ男子シングルス

稲    満 橋本   明 山下 秀文 小倉 智博 1

（湖西卓研） （野洲クラブ） （甲賀卓友会） （長浜クラブ）

古久保賢二 武田 善男 田中 靖雄
(ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ) （瀬田卓好会） （甲賀卓友会）

上野 秀雄 高仁 光信 宮上   正
（八日市クラブ） （草津マスタ－ズ） （湖西卓研）

竹内 利光 山本 和則 朝田 孝明
（甲賀卓友会） （野洲クラブ） （湖西卓研）

西川 武司 福嶌 孝基 上田  稔
(ｃｒｏｓｓ ｏｖｅｒ) （甲賀卓友会） （あすなろクラブ） 2
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マスタ－ズ女子シングルス

№ なまえ 1 2 3 4 5 勝点 勝/負 順位

田中 伸子
（大津卓愛会）

谷川多美子
（あすなろクラブ）

丸田香寿美
（甲賀卓友会）
福永 啓子
（八日市クラブ）

石川 順子
（平クラブ）

決勝リーグ

2-3 3-0 3 2

3-2 3-0 4 1
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