
平成２３年度滋賀県ラージボールオープン卓球大会

男子団体 （予選５番まで・決勝３点先取）

ｺｰﾄ

チームマツモト ３セブンティ 豊郷クラブ 3

松本・浦入・竹内 藤尾・岡田・宮上 谷澤・吉田・後藤 3

高島クラブＡ 大阪ラージ がんばろう日本 雨山クラブ

柴田・横井・山本 山本・天谷・宗友・植月 山内明・山内享・片山・高宮 小室・大石・道明・島村 0 優勝

びわこおおなまず 敦賀若葉クラブ スリーセブンティーズ 3 ﾁｰ ﾑﾏ ﾂﾓ ﾄ

山下・福谷・山西 山口・倉田・大矢・大原 岩下・東出・村田

若葉 近江クラブ 高島クラブＢ かいつぶり 1

豊・大森・米田 古澤・竹内・福嶌 安本・小宮・早川 吉岡・太田・高瀬 1

2位トーナメント 3位トーナメント 4位トーナメント

雨山クラブ

小室・大石・道明・島村

かいつぶり

吉岡・太田・高瀬

女子団体 （予選５番まで・決勝３点先取）

ｺｰﾄ

びわこ 栗東ドリーム 豊郷クラブ

足立・荒川・木下・吉田 川端・土井・高田・駒田 上田・後藤・元持

螢友会 城陽ラージ 水郷ラージ

田藤・大野・小林 松口・塚田・塚本・山寺 中谷・西田・片岡・玉置

エマニエル 敦賀若狭クラブ 大津ラージ

片山・大河内・山田幸 山口・酒谷・谷口・宮本 柿谷・谷口・林

1位リーグ優勝 準優勝 3位

エマニエル 豊郷クラブ 螢友会

片山・大河内・山田幸 上田・後藤・元持 田藤・大野・小林

2位リーグ1位 2位 3位

城陽ラージ 敦賀若狭クラブ 栗東ドリーム

松口・塚田・塚本・山寺 山口・酒谷・谷口・宮本 川端・土井・高田・駒田

3位リーグ1位 2位 3位

びわこ 水郷ラージ 大津ラージ

足立・荒川・木下・吉田 中谷・西田・片岡・玉置 柿谷・谷口・林
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３セブンティ

藤尾・岡田・宮上

大阪ラージ

山本・天谷・宗友・植月

敦賀若葉クラブ

山口・倉田・大矢・大原

高島クラブＢ

安本・小宮・早川

豊郷クラブ

谷澤・吉田・後藤

がんばろう日本

山内明・山内享・片山・高宮

スリーセブンティーズ

岩下・東出・村田

近江クラブ

古澤・竹内・福嶌



平成２３年度滋賀県ラージボールオープン卓球大会 【個人戦】

①②③ｺｰﾄ
豊 利勝 松本茂樹 大原清海 早川研一 福谷修宏 1位 ２位

若葉 チームマツモト敦賀若葉クラブ 高島クラブ 甲賀卓友会 優勝 ２位 豊 利勝 大矢敏行

浦入賢一郎 山下秀文 大矢敏行 福嶌孝基 後藤直弘 浦入賢一郎 ３位 福谷修宏 福嶌孝基
チームマツモト甲賀卓友会 敦賀若葉クラブ 甲賀卓友会 豊郷クラブ

④⑤⑥ｺｰﾄ
竹内八重 上田広美 山田幸子 後藤恭子 土井京子 1位 ２位
チームマツモト豊郷クラブ 野ばら 豊郷クラブ 栗東ドリーム 優勝 ２位 上田広美 元持富子

片山久子 小林つきよ元持富子 宮本満代 島村あき子 片山久子 ３位 小林つきよ 山田幸子

個人 草津卓愛会 豊郷クラブ 敦賀若葉クラブ 雨山クラブ

山本和則 安本孝雄 倉田幸久 小室吉秀 ⑦ｺｰﾄ
野洲クラブ 高島クラブ 敦賀若葉クラブ 雨山クラブ
小宮長茂 山内享 竹内利光 吉田輝一 ⑧ｺｰﾄ 1位 ２位

高島クラブ びわこ 甲賀卓友会 豊郷クラブ 優勝 ２位 長谷川秀幸 倉田幸久
長谷川秀幸 柴田豊一 古澤明 太田勇夫 ⑨ｺｰﾄ 山本和則 ３位 柴田豊一 安本孝雄

伊丹ラージ 高島クラブ 近江クラブ びわこ
横井貫二 山西育男 高宮弘 谷澤吉和 ⑩ｺｰﾄ
高島クラブ 香芝クラブ びわこ 豊郷クラブ

⑪⑫⑬⑭⑮ｺｰﾄ
足立安紀子 大河内千恵子 宗友奈美子 谷口小代子

びわこ 高島クラブ 大阪ラージ 敦賀若葉クラブ

木下智恵 田藤理恵子 大森裕美子 塚本百合子 柿谷薫 1位 ２位

びわこ 螢友会 若葉 城陽ラージ グローイング 優勝 ２位 宗友奈美子 山寺久子

高田文子 米田由美子 酒谷美枝子 山寺久子 米田由美子 ３位 大河内千恵子 塚田八重子

栗東ドリーム 若葉 敦賀若葉クラブ 城陽ラージ
植月春美 大野怜子 山口悦子 塚田八重子 岡田妙子
大阪ラージ 螢友会 敦賀若葉クラブ 城陽ラージ 水郷ラージ

⑯⑰⑱ｺｰﾄ
岩下新三郎 天谷焼義 吉岡健二 中村忠良
びわこ 大阪ラージ びわこ ロイヤルクラブ 1位 ２位

宮上正 山口孔章 藤尾和志 東出昇 西出紀一 優勝 ２位 天谷焼義 山内明
湖西卓研 敦賀若葉クラブ 水郷ラージ びわこ びわこ 岩下新三郎 ３位 山口孔章 吉岡健二

岡田勝一 山本斉 山内明 村田龍雄 道明伸雄
紫陽花 大阪ラージ びわこ びわこ 雨山クラブ

⑲⑳２１ｺｰﾄ
荒川克子 谷口亮子 小島綾子
水郷ラージ 湖西卓研 びわこ 1位 ２位

駒田博子 吉田直美 中谷ちよ 片岡千秋 優勝 ２位 荒川克子 玉置静江

栗東ドリーム びわこ 水郷ラージ 水郷ラージ 吉田直美 ３位 片岡千秋 林俊子
林俊子 松口福江 西田文枝 玉置静江
紫陽花 城陽ラージ 水郷ラージ 水郷ラージ
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