
滋賀県秋季卓球大会

平成24年１０月7日

草津市総合体育館

予選１位 予選２位 予選３位

桂田・横山 左部・大川 阪口・家森

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ ㈱村田製作所 八幡商業高校 １

國分・勝部 加藤・広間 森中・丸岡

滋賀大学 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 中主ＴＴＣ

山本・佐藤 細川・近藤 伊藤・迫田
１

彦卓会 ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ Ｐ’ｓクラブ

山本・田中 澤田隆・澤田秀 友廣・平岡

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 滋賀大学 ＹＡＳＵ Sundays １

加藤・黒田 田中・西村 阿部・松川

滋賀大学 中主ＴＴＣ Ｐ’ｓクラブ

中村・酒勾 山田・泉 朝田・田中 山田・西田

滋賀大学 草津マスターズ 湖西卓研 ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ

浅里・上野 木原・奥本 大井・新井

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ Ｐ’ｓクラブ 瀬田卓好会
7

4

5

6

男子一般・高校生のダブルス

1

2

3

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

山本・泉 青山・坪内 國枝・百木 百北・岡田 ２

草津マスターズ 滋賀大学 瀬田卓好会 滋賀大学

明石・阪路 松村・河埜 上田・武笠

滋賀大・佛教大 草津マスターズ ＧＲＯＷＩＮＧ

女子一般・高校生のダブルス

1

2



滋賀県秋季卓球大会

草津市総合体育館
予選１位 予選２位 予選３位

桂田 憲二 岡野 祐也 阿部 航大 木村 唯歩

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 滋賀大学 Ｐ’ｓクラブ 八幡商業高校

勝部 遥介 佐藤 浩介 丸岡 史和 １

滋賀大学 彦卓会 中主ＴＴＣ

上野 頼幸 左部 哲也 友廣 宏

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ㈱村田製作所 ＹＡＳＵ Sundays

西田 武久 酒勾 勇気 安達 正登 ２

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 滋賀大学 ＢＳクラブ

加藤 匠 木原 拓哉 西村 広和

滋賀大学 Ｐ’ｓクラブ 中主ＴＴＣ

加藤 未有 澤田 隆平 大野 雅輝 １

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 滋賀大学 八日市クラブ

伊藤 智 岩本 庄平 近藤 義徳 山田 拓也 １

Ｐ’ｓクラブ アミークラブ ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ ２

浅里 亮太 阿部 直人 北川 涼 古川 昂希

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 草津マスターズ 県立聾話学校 県立聾話学校

黒田 将司 竹内 平 阪口 大樹
滋賀大学 ＢＳクラブ 八幡商業高校 ２

澤田 秀平 迫田 秀敏 森中 広志
滋賀大学 Ｐ’ｓクラブ 中主ＴＴＣ

横山 紀行 家森 拓哉 石井 謙介

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 八幡商業高校 八日市クラブ

中川 智弘 細川 和也 北川 一利 ２
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男子一般・高校生の部 平成24年10月7日

1

中川 智弘 細川 和也 北川 一利 ２

中主ＴＴＣ ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ ＢＳクラブ

長田 光史 松川 昌生 大川 真司
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ Ｐ’ｓクラブ ㈱村田製作所 ２

田中 英樹 國分 貴大 平岡 和也 1

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 滋賀大学 ＹＡＳＵ Sundays

山本 直樹 奥本 拓也 中村 優
彦卓会 Ｐ’ｓクラブ 滋賀大学

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

大森 遥 青山 静華 百北 晴香 松村 絹子 ２

暁卓球クラブ 滋賀大学 滋賀大学 草津マスターズ

山本 裕恵 坪内 彩乃 井田 陽子 1

草津マスターズ 滋賀大学 ＢＳクラブ

明石 愛 辻村 咲姫 亀井 由紀子

滋賀大学 中主ＴＴＣ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

女子一般・高校生の部
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草津市総合体育館

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

泉 正樹 竹内 利光 大井 英司 谷澤 吉和

草津マスターズ 甲賀卓友会 瀬田卓好会 豊郷クラブ

亀井 俊和 朝田 孝明 武田 善男

草津クラブ 湖西卓研 瀬田卓好会
１

山田 民幸 田中 浩 菊田 不二夫

草津マスターズ 中主ＴＴＣ ＨＯＫＯＮＥ・ＪＯＹ

加藤 忠弘 田中 靖雄 新井 賢二 吉田 輝一
０

彦卓会 湖西卓研 瀬田卓好会 豊郷クラブ
０

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

山本 佳子 泉 由里子 百木 邦子 上田 良子

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 草津マスターズ 瀬田卓好会 ＧＲＯＷＩＮＧ

武笠 清美 國枝 乙美 河埜 初子 山田 葉子

ＧＲＯＷＩＮＧ 瀬田卓好会 草津マスターズ 草津マスターズ
１

##############

女子マスターズの部
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男子マスターズの部
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