
硬式男子３０歳代 予選リーグ → 決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位
安達 正登 小川 一善 平井 正直
（ＢＳクラブ） （八日市クラブ） （草津マスタ－ズ）

山本 直樹 岡田 大助 左部 哲也
（彦卓会） （ＢＳクラブ） （マロンクラブ）

横山 紀行 竹内 平 芝原 悠介
（ｅｖｅｒｆｒｅｅ） （ＢＳクラブ） （草津マスタ－ズ）

武市 崇司 山岡 和也 川嶋 雅丈
（彦卓会） （Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ） （ＢＳクラブ）

４０歳男子予選リーグ→決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位
樫原 浩之 小山 雄康 野崎千代志
（八日市クラブ） （マロンクラブ） （平クラブ）

山田 博規 浜口 雄二 平岡 和也
（彦卓会） （草津マスタ－ズ） （栗東ドリ－ム）

渡辺 健 亀井 俊和 西村 広和
（彦卓会） （草津クラブ） （中主ＴＴＣ）

森 裕二 福谷 修宏 長尾 正治
（野洲クラブ） （甲賀卓友会） （Ｐｅａｃｅｍａｋｅｒ）

中川 智弘 堀田 修身 吉田 芳信
（中主ＴＴＣ） （ｅｖｅｒｆｒｅｅ） （草津マスタ－ズ）

５０歳男子予選リーグ→決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位
笹木 徳行 鈴鹿 実 加藤 忠弘
（Ｎｏｒｔｈ Ｌａｋｅ） （湖西卓研） （彦卓会） １

樋口 栄一 奥田 豊一 北村 弘文
（彦卓会） （草津マスタ－ズ） （近江クラブ）

金島 博之 北川 達男 泉 正樹
（個人） （彦卓会） （草津マスタ－ズ）

平野 泰幸 奥山 章文 加藤日出海
（ｅｖｅｒｆｒｅｅ） （瀬田卓好会） （草津マスタ－ズ）

６０歳男子決勝リーグ
１位 ２位 ３位 ４位

稲 満 石田 正春 田中 靖雄 山本 和則
（湖西卓研） （八日市クラブ） （湖西卓研） （野洲クラブ）

６５歳男子予選リーグ→決勝トーナメント
1位 2位 3位 4位

大島 高則 中石 謙一 内藤 晴夫
（あすなろクラブ） （瀬田卓好会） （草津マスタ－ズ）

竹内 利光 島田 宗一郎 早﨑 修
（甲賀卓友会） （草津マスタ－ズ） （彦根ＪＯＹ）

田藤 和夫 山田 民幸 菊田不二夫
（彦卓会） （草津マスタ－ズ） （彦根ＪＯＹ）

７０歳男子予選リーグ→決勝トーナメント
1位 2位 3位 4位

倉橋 満 宮上 正 大井 英司 鴻上宗一郎
（八日市クラブ） （湖西卓研） （瀬田卓好会） （甲賀卓友会）

川合 忠信 安井 寿 入江 精美 武田 善男
（近江クラブ） （八日市クラブ） （津暁卓球） （瀬田卓好会）

７５歳男子決勝リーグ
１位 ２位 ３位 ４位

中川 秀夫 谷口 謹士郎 中村 忠良 宇野 嘉郎
（彦卓会） （あすなろクラブ） （ロイヤルクラブ） （八日市クラブ）
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篠原 増雄
（八日市クラブ）
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硬式女子３０歳代 決勝リーグ

硬式女子４０歳代 予選リーグ → 決勝トーナメント

硬式女子５０歳代 決勝リーグ

硬式女子６０歳代 決勝リーグ

硬式女子７０歳代 決勝リーグ

硬式女子７５歳代 決勝リーグ

1

（紫陽花）

田藤 理恵子

（個人）

1

（ゲ－ムは６５歳代の中でのオ－プン参加とする）

1

1

（ゲ－ムは６５歳代の中でのオ－プン参加とする）

（彦卓会）

山中 安子

（個人） （紫陽花）

国枝 乙美

北島 和代

山中 安子北島 和代

（草津マスタ－ズ）

石川 順子

武笠 清美

（ｅｖｅｒｆｒｅｅ） （野ばらクラブ） （ＧＲＯＷＩＮＧ）（野洲クラブ）

（瀬田卓好会）（平クラブ）

百木 邦子

1

井田 陽子

作永 里美山田幸子山本 佳子

（草津卓愛会） （平クラブ）

平成23年11月13日

草津市総合体育館

1
中津 直美

（甲賀卓友会）

平成２３年度滋賀県マスターズ卓球大会

中
津

原山千佳子 松井佐知子

石橋 淳子

（個人）

（ＢＳクラブ）

亀井由紀子

（Ｃrossover）

中村 良子

（平クラブ）

3

（瀬田卓好会）

（ｅｖｅｒｆｒｅｅ）

2

（ＧＲＯＷＩＮＧ）

1

（草津卓愛会）

飴山美由紀

山田 葉子 上田 良子

１位 ２位

前田 恵子

２位 ３位 ４位 ５位

１位 ２位 ３位 ４位

1位 2位 3位 4位

杉井 恵美

（草津卓愛会）

渡辺 俊美

（Ｃrossover）

１位


