
第49回全日本社会人卓球選手権大会滋賀県予選会
草津市民体育館

1組 1コート 順位 決勝リーグ ３コート

巽　規行 ＴＲクラブ 坂井崇人 津田　稔 五味雅浩 村田翔太

中山貴善 ＴＲクラブ ＴＲクラブ 能登川クラブ 八日市クラブ 近江クラブ

多中章人 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ １位 順位 1位 2位 3位 4位 １位

近藤義徳 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 澤田 ３コート 坂井

宮原敏文 能登川クラブ 伊藤 古川朋樹 近藤義徳 上杉誠輝

河口大輔 能登川クラブ 八日市クラブ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ ＹＡＳＵ　Ｓｕｎｄａｙｓ

順位 1位 2位 キ ２位

2組 2コート 順位 ２位 ４ｺｰﾄ 加藤

木津陽介 高島クラブ 左部 河口大輔 浜田剛志 安田圭吾

松本崇志 高島クラブ 古川 能登川クラブ ＴＲクラブ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

左部哲也 村田製作所 順位 1位 2位 キ ３位

古川朋樹 八日市クラブ ４ｺｰﾄ 左部

津田　稔 能登川クラブ ３位 加藤　匠 伊藤龍彦 北川一利

金子拓也 能登川クラブ 巽 グリーンネットＳＨＩＧＡ 滋賀銀行 ＢＳクラブ ４位

中山 順位 1位 2位 3位 松井

3組 3コート 順位 ４ｺｰﾄ

安田圭吾 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 澤田豊志 巽　規行 金子拓也

山田拓也 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ ４位 滋賀銀行 ＴＲクラブ 能登川クラブ

澤田豊志 滋賀銀行 松井 順位 1位 2位 3位

伊藤龍彦 滋賀銀行 田中 ５コート

五味雅浩 八日市クラブ 松井淳吾 大野雅輝 山下恭平

大野雅輝 八日市クラブ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 八日市クラブ ＴＲクラブ

順位 1位 2位 3位

4組 4コート 順位 ５コート

松井淳吾 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 中山貴喜 池田　匠 清水厚行

田中英樹 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ ＴＲクラブ ＧＲＯＷＩＮＧ 近江クラブ

谷　智之 能登川クラブ 順位 1位 2位 3位

鈴木健一 能登川クラブ ５コート

松井昭義 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 左部哲也 田中英樹 福井昴孔

川端孝彦 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 村田製作所 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 近江クラブ

順位 1位 2位 3位

5組 5コート 順位

横山紀行 楽人

森　拓磨 楽人

浜田剛志 ＴＲクラブ

山下恭平 ＴＲクラブ 1コート

弘中利昌 八日市クラブ 決勝 米澤梨佐 大森香織 弘中香里 堤内るな

福井昴孔 近江クラブ ﾘｰｸﾞ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 滋賀銀行 滋賀県障害者スポーツ連盟 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

順位 1位 2位 3位 4位

全日本社会人卓球選手権大会

決勝 1コート 順位 開催日：１０月１０～１２日

米澤梨佐 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 石川県：いしかわ総合スポーツセンター

大森香織 滋賀銀行

松井千恵 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

堤内るな ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

中西智美 湖西暁卓球

舛木陽子 湖西暁卓球
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全日本卓球選手権（マスターズの部）予選会
草津市総合体育館

①男子サーティ（30歳以上） 予選リーグ

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ｺｰﾄ 1位のみ ②女子サーティ（30歳以上）

浅里亮太 岸本圭市 三栖克明 6 ｺｰﾄ

Crossover 野洲クラブ 甲賀卓友会 順位

松田諭 佐藤浩介 長田光史 鷲尾由佳

中主ＴＴＣ 彦卓会 Crossover ＵＬＴＲＡ-７

塩野太護 山部郷史 石井謙介 山部貴子

田坂卓研 Crossover 八日市ｸﾗﾌﾞ Crossover

松本崇志 松井昭義 武市崇司

高島クラブ Crossover 彦卓会 ④女子フォーティ（40歳以上）

村上　肇 横山紀行 川端孝彦 12 ｺｰﾄ

彦卓会 楽人 Crossover 順位

杉井恵美

順位 1位 2位 3位 4位 7 ｺｰﾄ 草津卓愛会

浅里亮太 松田諭 塩野太護 村上　肇 片山久子

Crossover 中主ＴＴＣ 田坂卓研 彦卓会 ＵＬＴＲＡ-７

小寺利美

③男子フォーティ（40歳以上） 予選リーグ 野洲クラブ

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ｺｰﾄ 1位のみ 中西智美

小澤智也 宮原敏文 小川一善 西村広和 湖西暁卓球

栗東トレセン 能登川クラブ 八日市ｸﾗﾌﾞ 中主ＴＴＣ 舛木陽子

中川智弘 堀田修身 渡辺　健 辻　和彦 湖西暁卓球

中主ＴＴＣ ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 彦卓会 高島クラブ 仲谷多賀子

浜口雄二 谷　智之 多中章人 竹内　平 彦根ＪＯＹ

Crossover 能登川クラブｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ ＢＳｸﾗﾌﾞ 井田陽子

本間宗則 森　裕二 木津陽介 柳田康行 ＢＳｸﾗﾌﾞ

ＢＳｸﾗﾌﾞ 野洲ｸﾗﾌﾞ 高島クラブ 近江クラブ

岡田大助 山田博規 畑井友滋 斎藤明彦 ⑥女子フィフティ（50歳以上）

ＢＳｸﾗﾌﾞ 彦卓会 Ｐ’ｓクラブ 八日市ｸﾗﾌﾞ 14.15 ｺｰﾄ

順位

順位 1位 2位 3位 4位 9 ｺｰﾄ 石橋淳子

中川智弘 小澤智也 浜口雄二 岡田大助 ＵＬＴＲＡ-７

中主ＴＴＣ 栗東トレセン Crossover ＢＳｸﾗﾌﾞ 窪田優子

草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

⑤男子フィフティ（50歳以上） 予選リーグ 船山美由貴

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ｺｰﾄ 1位のみ 田阪卓研

廣間鉄治 金谷敏春 田中　浩 奥山章文 作永里美

Crossover 野洲クラブ 中主ＴＴＣ アミークラブ 野洲クラブ

長谷川公二 樋口栄一 日野淳一 原山千佳子

甲賀卓友会 彦卓会 近江クラブ 草津卓愛会

吉川　薫 長尾正治 西田　毅 掘　修美 柳本八重子

彦卓会 中主ＴＴＣ 滋賀銀行 八日市クラブ 個人

村井恵理

順位 1位 2位 3位 11 ｺｰﾄ 八日市ｸﾗﾌﾞ

吉川　薫 長谷川公二 廣間鉄治

彦卓会 甲賀卓友会 Crossover
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全日本卓球選手権（マスターズの部）予選会
草津市総合体育館

⑦男子シックスティ（60歳以上） 1位のみ
順位 1位 2位 3位 13 ｺｰﾄ ⑩女子ハイシックスティ（65歳以上）

田中靖雄 中島信行 朝田孝明 1位 順位 1位 2位 20 ｺｰﾄ

Ｐ’ｓクラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 湖西卓研 平野泰幸 山田富子 橋爪正子

山下秀文 大村　徹 前川　正 2位 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ YASU Sundays

甲賀卓友会甲南ワークス 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 山下秀文

平野泰幸 中辻二三男 福士敏行 3位 20 ｺｰﾄ

ＹＤＯ ＹＡＳＵ　Ｓｕｎｄａｙｓ 個人 田中靖雄 順位 1位 2位 3位

岡部君枝 田藤理恵子 田中伸子

⑧女子シックスティ（60歳以上） 決勝リーグ 16 ｺｰﾄ 大津卓愛会 彦卓会 大津卓愛会

順位 1位 2位 3位 4位 5位

小嶋美穂子 草川たづ子 臼杵照代 北岸とよ子 大島道子 ⑭女子ハイセブンティ（75歳以上）　　20ｺｰﾄ

Crossover 草津クラブ ＧＲＯＷＩＮＧ 八日市クラブ たちばなクラブ 順位 1位 2位

谷口亮子 谷口知寿子

⑨男子ハイシックスティ（65歳以上） 決勝リーグ 17 ｺｰﾄ 大津卓愛会 あすなろｸﾗﾌﾞ

順位 1位 2位 3位 4位 5位

稲　満 広道　勝 廣田喜代三田藤和夫 内藤晴夫 ⑯女子エイティ（80歳以上） 20 ｺｰﾄ

湖西卓研 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 瀬田卓好会彦卓会 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 順位 1位 昨年ランク８位

山中安子 谷川多美子

紫陽花 あすなろｸﾗﾌﾞ

⑪男子セブンティ（70歳以上） 決勝リーグ 18 ｺｰﾄ 予選パス

順位 1位 2位 3位 4位 5位 6位

横井貫二 島田宗一郎 菊田不二夫 竹内利光 安藤　剛 早﨑修

高島クラブ 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 彦根ＪＯＹ 甲賀卓友会 ﾋﾞｼﾞｭｰﾙ琵琶湖 彦根ＪＯＹ

⑬男子ハイセブンティ（75歳以上） 決勝リーグ ⑰男子ハイエイティ（85歳以上）

順位 １位 ２位 20 ｺｰﾄ 順位 １位

武田善男 宮上　正 北川梅三

瀬田卓好会 湖西卓研 紫陽花

男子ハイセブンティとオープン試合

⑮男子エイティ（80歳以上） 決勝リーグ 19 ｺｰﾄ

順位 1位 2位 3位 4位 5位

植村繁一 谷口謹士郎 村田龍雄 宮部義徳 中村忠良

草津ﾏｽﾀｰｽﾞ あすなろｸﾗﾌﾞ 草津クラブ 個人 中村企画

全国大会：１０月２３～２５日　　山口県：キリンビバレッジアリーナ

・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、必ず予選会当日に参加料3,000円を添えて申込みをしてください。

１組

平成27年7月26日

⑫女子セブンティ（70歳以上）

滋賀県代表枠

１組

3組

1組

１組

１組

１組

１組

１組

１組

１組

2組

決
勝
リ
ー
グ

１組


	全日本社会人
	全日本マスターズ1
	全日本マスターズ2

