
平成２１年３月８日

草津市民体育館

1位 ２位 ３位 ４位

山本 剛 飛坂 一幸 横山 兼一 田中 宏昌

滋・高島クラブ 福・鯖江ベテラン会 福・福井ウエスト 滋・豊郷クラブ

後藤 直弘 澤田 拓司 小山 憲一 高橋 康彦 1

滋・豊郷クラブ 大・大阪ラージ 滋・栗東ドリーム 滋・雨山クラブ

1位 ２位 ３位 ４位

多田 治 安本 孝雄 太田 勇夫 上田 鈴義

福・鯖江ベテラン会 滋・高島クラブ 滋・瀬田卓好会 京・城陽ラージ

藤尾 和志 中西 正 村松 勇 種岡 一男

滋・八日市クラブ 京・天王山クラブ 福・高浜卓球クラブ 滋・雨山クラブ

吉田 輝一 松中 繁克 山本 勝利 早川 泰男

滋・豊郷クラブ 京・向日市ラージ卓愛会 滋・びわこ 福・若狭そともクラブ

木村 勝平 谷澤 吉和 西出 紀一 竹内 宗義

福・若狭そともクラブ 滋・豊郷クラブ 滋・びわこ 福・大野クラブ

堀内 厚彦 池田 友彦 吉岡 健二 竹内 稔

京・城陽ラージ 滋・雨山クラブ 滋・紫陽花 福・高浜卓球クラブ

須磨 和信 岩下 新三郎 土渕 恒夫 嶋田 八郎
1

福・武生菊花クラブ 滋・びわこ 京・城陽ラージ 滋・栗東卓愛会
1

1位 ２位 ３位 ４位

山本 齊 八田 聡 田中 清弘 衣川 敏雄

大・大阪ラージ 福・武生菊花クラブ 滋・個人 滋・びわこ

堀田 紀好 岡本 武彦 黒田 保

福・福井ウエスト 福・若狭そともクラブ 滋・あすなろクラブ

山内 明 竹中 均 斎藤 吉之助

滋・びわこ 福・高浜卓球クラブ 京・京都卓球協会

岡田 勝一 浅野 博 升井 時寛 1

滋・紫陽花 福・高浜卓球クラブ 滋・びわこ

古谷 益造 道明 伸雄 中山 昌英 松井 凱将

京・城陽ラージ 滋・雨山クラブ 滋・あすなろクラブ 福・福井高浜
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男子７０歳以上Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント（予選2位、3・4位トーナメントもあります）

5

男子６０歳以上Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント（予選2位、3位、4位トーナメントもあります）
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福・鯖江ベテラン会

飛坂 一幸

男子５９歳以下Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント（予選3・4位トーナメントもあります）

1

(２組２位）



1位 ２位 ３位 ４位

野中 正子 前田 恵子 南部 明子 稲田 伸子

大・大阪ラージ 滋・草津卓愛会 福・高浜卓球クラブ 滋・瀬田卓好会

上田 広美 加藤 しげ子 地蔵 好美

滋・豊郷クラブ 福・鯖江ベテラン会 福・福井ウエスト

片山 恵子 小林 つきよ 奥村 恵美子 元持 富子

福・武生菊花クラブ 滋・草津卓愛会 京・向日市ラージ卓愛会 滋・豊郷クラブ

植月 春美 楠 季美子 後藤 恭子 広瀬 悦子
1

大・大阪ラージ 兵・オール芦屋 滋・豊郷クラブ 福・大野クラブ

1位 ２位 ３位 ４位

古味 真知子 堀田 佐智子 新谷 民子 上田 民子

滋・湖西卓研 福・福井ウエスト 福・若狭そともクラブ 京・城陽ラージ

足立 安紀子 木下 君子 西窪 澄枝 竹内 澄枝

滋・びわこ 三・君子蘭 京・城陽ラージ 福・大野クラブ
1

吉田 直美 土渕 淑子 阿野 敏恵 森田 秋栄

滋・びわこ 京・城陽ラージ 京・天王山クラブ 福・若狭そともクラブ

多田 富美代 木下 智恵 塚本 百合子 大橋 恵美子
1

福・鯖江ベテラン会 滋・びわこ 京・城陽ラージ 滋・たちばなクラブ

1位 ２位 ３位

玉村 とし子 林 俊子 平河 恵子

福・武生菊花クラブ 滋・個人 京・向日市ラージ卓愛会

大塚 ひろ子 藤居 和子 川畑 和加

福・高浜卓球クラブ 滋・たちばなクラブ 京・向日市ラージ卓愛会

田茂井 当子 今井 恵美子 山本 芳子

京・向日市ラージ卓愛会 滋・豊郷クラブ 福・高浜卓球クラブ

堀野 淑江 本山 ひなゑ 西田 文枝
1

福・高浜卓球クラブ 兵・オール芦屋 滋・八幡木曜卓友ク
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女子７０歳以上Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント
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女子６０歳以上Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント
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女子５９歳以下Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント
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