
滋賀県秋季卓球大会

草津市総合体育館
1位 2位 3位 4位

樫原・小川 伊吹・田村 北村・川合 磯野・辻

八日市クラブ 近江高校 近江クラブ 高島クラブ

山村・福永 山岡・山部 山下・竹内

近江高校 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 甲賀卓友会

浜口・岡谷 迫田樹・迫田秀 岡田・安達
２

草津マスターズ Ｐ’ｓクラブ・Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ＢＳクラブ

森・楠谷 長田・綾井 津田・成瀬

近江高校 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 草津マスターズ １

伊藤・母利 泉・山田 丸本・田邊

Ｐ’ｓクラブ 草津マスターズ 近江高校 ２

浅里・本郷 谷村・豊留 小谷・左近
１

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 近江高校 八日市クラブ

1位 2位 3位 4位

青山・嶋田 窪田・松村 泉・河埜 森田・饗場 ２

河瀬高校 草津マスターズ 草津マスターズ 安曇川高校

山本・赤石 畑仲・柴谷 平田・本田 竹原・仁賀

草津マスターズ 近江高校 安曇川高校 安曇川高校

1位 2位 3位 4位

北村 弘文 山下 秀文 田藤 和夫 吉田 輝一 １

近江クラブ 甲賀卓友会 彦卓会 豊郷クラブ

加藤 忠弘 泉 正樹 谷澤 吉和

彦卓会 草津マスターズ 豊郷クラブ

武田 善男 川合 忠信 山田 民幸 竹内 利光

瀬田卓好会 近江クラブ 草津マスターズ 甲賀卓友会

1位 2位 3位 4位

松村 絹子 田藤 理英子 河埜 初子 赤石 弘美

草津マスターズ 彦卓会 草津マスターズ 草津マスターズ

泉 由里子 山田 葉子 窪田 優子 結城 和子

草津マスターズ 草津マスターズ 草津マスターズ 草津クラブ
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女子マスターズシングルスの部
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男子一般・高校ダブルスの部 平成22年10月9日

1
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女子一般・高校ダブルスの部
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滋賀県秋季卓球大会
平成22年10月9日
草津市総合体育館

1位 2位 3位

樫原 浩之 成瀬 恵寛 丸本 直樹
八日市クラブ 草津マスターズ 近江高校

楠谷 聖也 安達 正登 澤 翼 １

近江高校 ＢＳクラブ 国際情報高校

本郷 大 森 拓磨 辻 和彦
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 近江高校 高島クラブ

浜口 雄二 奥山 章文 伊藤 元歌
草津マスターズ 瀬田卓好会 彦根ＪＯＹ

迫田 樹 豊留 大樹 左近 大樹
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 近江高校 八幡工業高校 １

綾井 太一 樋口 栄一 家森 拓哉 １ １

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 彦卓会 蒲生ＪＳＣ

母利 大地 福永 利勝凡 奥野 慎也 ２

Ｐ’ｓクラブ 近江高校 国際情報高校

浅里 亮太 岡谷 潤一 太田 啓介
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 草津マスターズ 国際情報高校

迫田 秀敏 山村 日 磯野 正紀
Ｐ’ｓクラブ 近江高校 高島クラブ １

山部 郷史 岡田 大助 谷村 裕貴
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ＢＳクラブ 近江高校

小川 一善 長田 光史 田邊 貴之
八日市クラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 近江高校 １

田村 昌裕 中川 智弘 津田 稔
近江高校 中主ＴＴＣ 草津マスターズ

山岡 和也 三栖 克明 小谷 智章
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 甲賀卓友会 八日市クラブ ２

伊藤 智 伊吹 栄二 八木 嶺治
Ｐ’ｓクラブ 近江高校 山 卓 １

1位 2位 3位

青山 静華 亀井 由紀子 仁賀 歩実
河瀬高校 草津クラブ 安曇川高校 １

畑仲 ひらり 平田 かえで 本田 真衣 １

近江高校 安曇川高校 安曇川高校

山本 裕恵 松井 佐和子 饗場 優香
草津マスターズ 平クラブ 安曇川高校

古川 香里 柴谷 南美 井田 陽子
安曇川高教職 近江高校 ＢＳクラブ １

竹原 光里 森中 千恵美 嶋田 優花
安曇川高校 草津クラブ 河瀬高校

浜本 亜由美 森田 千晶 林 千尋
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 安曇川高校 近江高校
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男子一般・高校シングルスの部

女子一般・高校シングルスの部
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