
平成２５年度全日本選手権（マスターズの部）
草津市民体育館

①男子サーティ（30歳以上） 予選リーグ

ｺｰﾄ 1位のみ ②女子サーティ（30歳以上）

浅里亮太 小川一善 岡谷潤一 山部貴子

Crossover 八日市ｸﾗﾌﾞ 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ Crossover

横山紀行 山部郷史 中川智由

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ Crossover 八日市ｸﾗﾌﾞ

松田諭 塩野太護 山岡和也 松井昭義

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 田坂卓研 Crossover Crossover ④女子フォーティ（40歳以上）

岡田大助 桂田憲二 長田光史 植野裕也 8 ｺｰﾄ

ＢＳｸﾗﾌﾞ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ Crossover 甲賀ＴＴＣ 森中千恵美

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

順位 １位 ２位 ３位 ４位 2 ｺｰﾄ 杉井恵美

浅里亮太 塩野太護 桂田憲二 横山紀行 草津卓愛会

Crossover 田坂卓研 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 片山久子

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

③男子フォーティ（40歳以上） 予選リーグ 井田陽子

ｺｰﾄ 1位のみ ＢＳｸﾗﾌﾞ

山本直樹 多中章人 西村広和

彦卓会 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 中主ＴＴＣ

山田博規 長谷川公二 平岡和也

彦卓会 甲賀卓友会 ｙａｓｕｓｕｎ

中川智弘 浜口雄二 渡辺　健 ⑥女子フィフティ（50歳以上）

中主ＴＴＣ Crossover 彦卓会 9 ｺｰﾄ

小澤智也 森　裕二 日野淳一 石橋淳子

栗東トレセン 野洲ｸﾗﾌﾞ 近江クラブ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

山本佳子

順位 １位 ２位 ３位 ４位 4 ｺｰﾄ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

浜口雄二 山本直樹 長谷川公二 森　裕二 小林つきよ

Crossover 彦卓会 甲賀卓友会 野洲ｸﾗﾌﾞ 草津卓愛会

船山美由貴

⑤男子フィフティ（50歳以上） 予選リーグ 仰木の里

ｺｰﾄ 1位のみ 村井恵理

平野泰幸 朝田孝明 吉川　薫 八日市ｸﾗﾌﾞ

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 湖西卓研 彦卓会

北川達男      水野光博　　泉　正樹

彦卓会 ｙａｓｕｓｕｎ　　草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

樋口栄一 廣間鉄治 牧　邦彦

彦卓会 Crossover ｙａｓｕｓｕｎ

手原義巳 金谷敏春 田中　浩

彦卓会 野洲クラブ 中主ＴＴＣ

順位 １位 ２位 ３位 ４位 5 ｺｰﾄ

吉川　薫 手原義巳 北川達男 樋口栄一

彦卓会 彦卓会 彦卓会 彦卓会

平成25年4月28日
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平成２５年度全日本選手権（マスターズの部）
草津市民体育館

⑦男子シックスティ（60歳以上） 決勝リーグ 10 ｺｰﾄ ⑨男子ハイシックスティ（65歳以上）

順位 1 2 4 5 3 11・12 ｺｰﾄ

北村弘文 広道　勝 森山一雄 篠原増雄 中辻二三男 山田民幸

近江クラブ 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ Crossover 八日市ｸﾗﾌﾞ ｙａｓｕｓｕｎ 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

横井貫二

⑬男子ハイセブンティ（75歳以上） 決勝リーグ 14 ｺｰﾄ 高島クラブ

順位 １位 ３位 ４位 ２位 稲　満

中川秀夫 植村繁一 中村忠良 宮上　正 湖西卓研

彦卓会 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾛｲﾔﾙｸﾗﾌﾞ 湖西卓研 菊田不二夫

ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ

⑮男子エイティ（80歳以上） 決勝リーグ 15 ｺｰﾄ 中村正明

順位 推薦 １位 ２位 瀬田卓好会

谷口謹士郎 北川梅三 宇野嘉郎 島田宗一郎

あすなろｸﾗﾌﾞ 紫陽花 八日市ｸﾗﾌﾞ 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

小西勇次

⑩女子ハイシックスティ（65歳以上） 近江ｸﾗﾌﾞ

⑧女子シックスティ（60歳以上）

⑪男子セブンティ（70歳以上）

百木邦子 山田葉子 國枝乙美 16 ｺｰﾄ 決勝リーグ 13 ｺｰﾄ

瀬田卓好会 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 瀬田卓好会 武田善男

順位 ２位 １位 1位 瀬田卓好会

川合忠信

⑫女子セブンティ（70歳以上） 近江ｸﾗﾌﾞ

決勝リーグ 17 ｺｰﾄ 古澤　明

順位 1 3 2 近江ｸﾗﾌﾞ

中神美代子 谷口亮子 田中伸子 倉橋　満

瀬田卓好会 湖西卓研 大津卓愛会 八日市ｸﾗﾌﾞ

竹内利光

⑭女子ハイセブンティ（75歳以上） 甲賀卓友会

⑯女子エイティ（80歳以上）

⑱女子ハイエイティ（85歳以上）

混合リーグ 18 ｺｰﾄ

エイティ８０ ハイエイティ85

山中安子 谷口知寿子 谷川多美子 井上幸子

紫陽花 あすなろｸﾗﾌﾞ あすなろｸﾗﾌﾞ 八日市クラブ

順位 １位 ２位 1位 1位

全国大会：１０月２５～２７日　　鹿児島県：鹿児島アリーナ

・男女ハイセブンティまでは各種目２名

・男女エイティ以上は制限なし

・全国大会出場者は、必ず予選会当日に申込みをしてください。

平成25年4月28日
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