
滋賀県マスターズダブルスオープン卓球大会

順位 順位
田中英樹 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 吉田武則 愛豊クラブ
山本慶 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 有竹義雄 愛豊クラブ
大川内義徳 アリエンス 島田宗一郎 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
平川豊喜 アリエンス 山田民幸 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
中石謙一 瀬田卓好会 蔭山冨郎 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
奥山章文 アミークラブ 黒瀬文夫 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
植村繁一 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 新井賢二 瀬田卓好会
高仁光信 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 廣田喜代三 瀬田卓好会

中石謙一 瀬田卓好会 島田宗一郎 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
奥山章文 アミークラブ 山田民幸 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

大川内義徳 アリエンス 蔭山冨郎 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
平川豊喜 アリエンス 黒瀬文夫 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ

植村繁一 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 新井賢二 瀬田卓好会
高仁光信 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 廣田喜代三 瀬田卓好会

１組 順位 ２組 順位
片山久子 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 中山　郁 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ
石橋淳子 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 森中千恵美 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ
窪田優子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 山本広美 守山螢友会
田畔智子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 清水靖子 守山螢友会
大森るり子 ＧＲＯＷＩＮＧ 増田綾子 甲南ﾜｰｸｽ
福山美幸 ＧＲＯＷＩＮＧ 朝倉政子 甲南ﾜｰｸｽ
金沢好子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 馬場良子 ＧＲＯＷＩＮＧ
木村晶子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 瀬藤眞理 ＧＲＯＷＩＮＧ

窪田優子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 増田綾子 甲南ﾜｰｸｽ
田畔智子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 朝倉政子 甲南ﾜｰｸｽ

大森るり子 ＧＲＯＷＩＮＧ 中山　郁 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ
福山美幸 ＧＲＯＷＩＮＧ 森中千恵美 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ

金沢好子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
木村晶子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ

（2コートは男女交互に使う）
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２・３コート

中山・森中

金沢・木村

田中・山本

中石・奥山

大川内・平川

新井・廣田
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1組 順位 順位
斎藤久美子 野洲クラブ 斎藤久美子 野洲クラブ
原口久美子 野洲クラブ 原口久美子 野洲クラブ
長田登茂子 野洲クラブ 江崎桂子 湖西卓研
城戸ケイ子 湖西卓研 古味真知子 湖西卓研
国枝乙美 瀬田卓好会 植田明美 西南クラブ
田藤理恵子 螢友会 浜田広子 ＳＵＮ
八田良子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
黒瀬涼子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 順位

長田登茂子 野洲クラブ
2組 順位 城戸ケイ子 湖西卓研

江崎桂子 湖西卓研 藤塚秀代 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
古味真知子 湖西卓研 山田葉子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
藤塚秀代 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 多久和八重子 湖西卓研
山田葉子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 神門早苗 湖西卓研
寺前日出子 ＳＵＮ
竹内みつ子 ＳＵＮ 順位
上坂きよみ 瀬田卓好会 国枝乙美 瀬田卓好会
大野至子 瀬田卓好会 田藤理恵子 螢友会

上坂きよみ 瀬田卓好会
3組 順位 大野至子 瀬田卓好会

多久和八重子 湖西卓研 仲西伸子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
神門早苗 湖西卓研 山田富子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
植田明美 西南クラブ
浜田広子 ＳＵＮ 順位
仲西伸子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 八田良子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
山田富子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ 黒瀬涼子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ
田中公子 ＧＲＯＷＩＮＧ 寺前日出子 ＳＵＮ
田中政子 ＧＲＯＷＩＮＧ 竹内みつ子 ＳＵＮ

田中公子 ＧＲＯＷＩＮＧ
田中政子 ＧＲＯＷＩＮＧ

１ｺｰﾄ ２ｺｰﾄ

順位 順位
田中英樹 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 吉田　充 清友クラブ
石橋淳子 ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ 吉田弘美 ＭＴ
田藤和夫 彦卓会 山田民幸 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
田藤理恵子 螢友会 山田葉子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
黒瀬文夫 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 中石謙一 瀬田卓好会
黒瀬涼子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 国枝乙美 瀬田卓好会
廣田喜代三 瀬田卓好会 新井賢二 瀬田卓好会
上坂きよみ 瀬田卓好会 大野至子 瀬田卓好会
大川内義徳 三重県 平川豊喜 三重県
植田明美 三重県 寺前日出子 三重県
有竹正雄 三重県 吉田武弘 三重県
浜田広子 三重県 竹中みつ子 三重県

大川内義徳 三重県 中石謙一 瀬田卓好会
植田明美 三重県 国枝乙美 瀬田卓好会

田藤和夫 彦卓会 山田民幸 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ
田藤理恵子 螢友会 山田葉子 草津ﾏｽﾀｰｽﾞ

黒瀬文夫 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 吉田武弘 三重県
黒瀬涼子 草津ｸﾛｰﾊﾞｰ 竹中みつ子 三重県

廣田喜代三 瀬田卓好会 新井賢二 瀬田卓好会
上坂きよみ 瀬田卓好会 大野至子 瀬田卓好会

有竹正雄 三重県 平川豊喜 三重県
浜田広子 三重県 寺前日出子 三重県
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1組 順位 2組 順位
大矢敏行 敦賀若葉 山田博基 大阪ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ

大原清海 敦賀若葉 山本和則 野洲クラブ
松本茂樹 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ 橋本幸二郎 松原卓連
竹内八恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ 奥村　智 魅シュラン
三浦久和 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 福島弘有喜 若狭そとも
佐藤京子 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 若泉敦子 やんちゃ姫
向山　功 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 大久保　勝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

米　幸一郎 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 逆瀬川伸恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

後藤直弘 豊郷クラブ 今橋謙二 国士無双
松井昭義 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 高坂正男 国士無双

1組 大矢敏行 敦賀若葉 2組 橋本幸二郎 松原卓連
2位 大原清海 敦賀若葉 2位 奥村　智 魅シュラン

1組 後藤直弘 豊郷クラブ 2組 福島弘有喜 若狭そとも
3位 松井昭義 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 3位 若泉敦子 やんちゃ姫

1組 三浦久和 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 2組 山田博基 大阪ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ

4位 佐藤京子 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 4位 山本和則 野洲クラブ

1組 向山　功 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 2組 今橋謙二 国士無双
5位 米　幸一郎 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 5位 高坂正男 国士無双

1組 順位 3組 順位
横井貫二 高島クラブ 宮上　正 湖西卓研
安本孝雄 高島クラブ 柴田豊一 高島クラブ
鈴木明繁 城陽ラージ 角山哲男 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ
河合勝彦 城陽ラージ 田中辰男 洛友会
吉岡健二 びわこ 山内　享 大東ﾗｰｼﾞ
村田龍雄 びわこ 見杉正人 水郷ラージ
西出紀一 びわこ 高宮　弘 びわこ
古城政男 水郷ラージ 高橋俊文 びわこ

2組 順位 4組 順位
小原明男 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 徳田憲隆 摂津ＬＢＣ
飯塚三喜 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 三浦一郎 摂津ＬＢＣ
幸田　純 水郷ラージ 小宮長茂 高島クラブ
岡田勝一 紫陽花 山田利和 高島クラブ
山内明 びわこ 岩下新三郎 びわこ
片山瑛司 びわこ 藤尾和志 びわこ
高瀬信男 びわこ 河野伊佐夫 さくらえ
升井時寛 びわこ 竹内利光 甲賀卓友会

1組 吉岡健二 びわこ 3組 宮上　正 湖西卓研
2位 村田龍雄 びわこ 2位 柴田豊一 高島クラブ
2組 小原明男 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 4組 徳田憲隆 摂津ＬＢＣ
2位 飯塚三喜 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 2位 三浦一郎 摂津ＬＢＣ

1組 鈴木明繁 城陽ラージ 3組 山内　享 大東ﾗｰｼﾞ
3位 河合勝彦 城陽ラージ 3位 見杉正人 水郷ラージ
2組 山内明 びわこ 4組 岩下新三郎 びわこ
3位 片山瑛司 びわこ 3位 藤尾和志 びわこ

1組 西出紀一 びわこ 3組 高宮　弘 びわこ
4位 古城政男 水郷ラージ 4位 高橋俊文 びわこ
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2組 高瀬信男 びわこ 4組 河野伊佐夫 さくらえ
4位 升井時寛 びわこ 4位 竹内利光 甲賀卓友会
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1組 順位 2組 順位
大野怜子 螢友会 西川とよ子 高島クラブ
小林つきよ 草津卓愛会 増田佳代子 高島クラブ
山田幸子 紫陽花 谷口小夜子 敦賀若葉
永見智子 やんちゃ姫 倉橋真由美 マウス
上田広美 豊郷クラブ 岩西純子 東豊ラージ
元持富子 豊郷クラブ 朝田知美 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ
福岡房枝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 竹本幸子 松北ｵﾚﾝｼﾞ
河崎教恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 橋本まゆみ 魅シュラン
岡田妙子 水郷ラージ 後藤恭子 豊郷クラブ
青井恵美子 水郷ラージ 田村洋子 豊郷クラブ

1組 大野怜子 螢友会 2組 岩西純子 東豊ラージ
2位 小林つきよ 草津卓愛会 2位 朝田知美 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

1組 上田広美 豊郷クラブ 2組 竹本幸子 松北ｵﾚﾝｼﾞ
3位 元持富子 豊郷クラブ 3位 橋本まゆみ 魅シュラン

1組 福岡房枝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 2組 後藤恭子 豊郷クラブ
4位 河崎教恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 4位 田村洋子 豊郷クラブ

1組 岡田妙子 水郷ラージ 2組 西川とよ子 高島クラブ
5位 青井恵美子 水郷ラージ 5位 増田佳代子 高島クラブ

1組 順位 順位
大河内智恵子 高島クラブ 大河内智恵子 高島クラブ
木下智恵 びわこ 木下智恵 びわこ
小石原恵子 城陽ラージ 高田文子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
北尾久美子 城陽ラージ 矢野昭子 石山卓友会
石川紀美子 さくら 佐尾賀津子 国士無双
森　由美子 さくら 西村美千代 国士無双
柿谷　薫 びわこ
林　俊子 びわこ 順位
水野順子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 小石原恵子 城陽ラージ
隠岐明美 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 北尾久美子 城陽ラージ

赤阪咲恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ
2組 順位 森本ふみ子 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ

倉本美知子 摂津ＬＢＣ 荒川克子 びわこ
高城和美 摂津ＬＢＣ 吉田直美 びわこ
赤阪咲恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ
森本ふみ子 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ 順位
小島綾子 びわこ 水野順子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
吉田ミチ子 びわこ 隠岐明美 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
高田文子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 倉本美知子 摂津ＬＢＣ
矢野昭子 石山卓友会 高城和美 摂津ＬＢＣ
西田文枝 水郷ラージ 宮崎直子 さくら
福田設子 水郷ラージ 三木マサ子 さくら

3組 順位 順位
佐尾賀津子 国士無双 柿谷　薫 びわこ
西村美千代 国士無双 林　俊子 びわこ
荒川克子 びわこ 小島綾子 びわこ
吉田直美 びわこ 吉田ミチ子 びわこ
宮崎直子 さくら 駒井博子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
三木マサ子 さくら 土井京子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
駒田博子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
土井京子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 順位

石川紀美子 さくら
森　由美子 さくら
西田文枝 水郷ラージ
福田設子 水郷ラージ

2

2組

3 4

1組 2

4 1 2組 1

2組 1

4位リーグ

3組

4

2014年1月11日

3組 3

5 5

女子130歳以上

1

2 2

3

女子130歳以上

2組 1

3組

1

3

3位リーグ

1組 3

1 1

2

3 3

2 2

女子130歳以上予選リーグ

5 3

女子130歳以上順位リーグ

女子130歳以上 1位リーグ

2位リーグ

2

4 4

1 1

2

3 5

2 1 2

3 3 3

谷口・倉橋

4 4 4 3

5 5 5

ラージ女子130歳未満

女子130歳未満 女子130歳未満

1 2 1

5位リーグ

11・12コート

13・14コート

4

3組

21組

3

2

ラージ女子130歳以上

1組 1

2組

4

5

岩西・朝田

竹本・橋本

後藤・田村

西川・増田

1組
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３・４コート ７・８コート
1組 順位 3組 順位

山田利和 高島クラブ 松本茂樹 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ
西川とよ子 高島クラブ 竹内八恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ
大久保　勝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 山田博基 大阪ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ
逆瀬川伸恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 永見智子 やんちゃ姫
大原清海 敦賀若葉 幸田　純 水郷ラージ
倉橋真由美 マウス 大野怜子 螢友会
松井昭義 Ｃｒｏｓｓｓｏｖｅｒ 向山　功 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

田村洋子 豊郷クラブ 朝田知美 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

古城政男 水郷ラージ 見杉正人 水郷ラージ
岡田妙子 水郷ラージ 青井恵美子 水郷ラージ

５・６コート ９・１０コート
2組 順位 4組 順位

三浦久和 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 徳田憲隆 摂津ＬＢＣ
佐藤京子 奈良ﾍﾞﾃﾗﾝ会 倉本美智子 摂津ＬＢＣ
大矢敏行 敦賀若葉 奥村　智 魅シュラン
谷口小夜子 敦賀若葉 橋本まゆみ 魅シュラン
荒木則之 東豊ラージ 福島弘有喜 若狭そとも
岩西純子 東豊ラージ 若泉敦子 やんちゃ姫
米　幸一郎 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 高坂正男 国士無双
江崎教恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 佐尾賀津子 国士無双
後藤直樹 豊郷クラブ 小宮長茂 高島クラブ
後藤恭子 豊郷クラブ 増田佳代子 高島クラブ

1組 大久保　勝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 3組 山田博基 大阪ﾅｲﾄｸﾗﾌﾞ

2位 逆瀬川伸恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 2位 永見智子 やんちゃ姫
2組 大矢敏行 敦賀若葉 4組 高坂正男 国士無双
2位 谷口小夜子 敦賀若葉 2位 佐尾賀津子 国士無双

1組 松井昭義 Ｃｒｏｓｓｓｏｖｅｒ 3組 向山　功 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

3位 田村洋子 豊郷クラブ 3位 朝田知美 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ

2組 後藤直樹 豊郷クラブ 4組 奥村　智 魅シュラン
3位 後藤恭子 豊郷クラブ 3位 橋本まゆみ 魅シュラン

1組 古城政男 水郷ラージ 3組 幸田　純 水郷ラージ
4位 岡田妙子 水郷ラージ 4位 大野怜子 螢友会
2組 荒木則之 東豊ラージ 4組 小宮長茂 高島クラブ
4位 岩西純子 東豊ラージ 4位 増田佳代子 高島クラブ

1組 山田利和 高島クラブ 3組 見杉正人 水郷ラージ
5位 西川とよ子 高島クラブ 5位 青井恵美子 水郷ラージ
2組 米　幸一郎 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 4組 徳田憲隆 摂津ＬＢＣ
5位 江崎教恵 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 5位 倉本美智子 摂津ＬＢＣ

3

1

2

4

4

ラージＭｉｘ130歳未満

4 5 4 2

5 4 5 5

4 3

5

3

3 4 3

ＰＭより

2014年1月11日

Ｍｉｘ130歳未満 Ｍｉｘ130歳未満

Ｍｉｘ130歳未満

3 1 3

1 5 1 1

2 2 2

4

Ｍｉｘ130歳未満

1 1 1

2 2 2

5コート

6ｺｰﾄ

７ｺｰﾄ

ﾗｰｼﾞ130歳未満順位別ﾄｰﾅﾒﾝﾄ

5 3 5

1位　松本・竹内

2位　三浦・佐藤

3位　大原・倉橋
3位　福島・若泉

4コート

3ｺｰﾄ



滋賀県マスターズダブルスオープン卓球大会

橋本・竹本
１１・１２コート 山本・足立 １７・１８コート

1組 順位 柴田・大河内 4組 順位
横井貫二 高島クラブ 小原・福岡 橋本幸二郎 松原卓連
木下智恵 びわこ 宮上・小林 竹本幸子 松北ｵﾚﾝｼﾞ
今橋謙二 国士無双 横井・木下 岩下新三郎 びわこ
西村美千代 国士無双 荒川克子 びわこ
飯塚三喜 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 3 1 山内　享 大東ﾗｰｼﾞ
林　俊子 びわこ 福田設子 水郷ラージ
河野伊佐夫 さくらえ 宮崎直子 さくら
水野順子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 森　由美子 さくら
升井時寛 びわこ 大谷俊文 びわこ
柿谷薫 びわこ 七浦恵美子 びわこ

１３・１４コート １９コート
2組 順位 5組 順位

山内明 びわこ 柴田豊一 高島クラブ
吉田直美 びわこ 大河内智恵子 高島クラブ
小原明男 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 角山哲男 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ
福岡房枝 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 森本ふみ子 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ
鈴木明繁 城陽ラージ 2 2 竹内利光 甲賀卓友会
小石原恵子 城陽ラージ 隠岐明美 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
岡田勝一 紫陽花 西出紀一 びわこ
山田幸子 紫陽花 西田文枝 びわこ
高瀬信男 びわこ
高田文子 びわこ

１５・１６コート ２０・２１コート
3組 順位 6組 順位

三浦一郎 摂津ＬＢＣ 宮上　正 湖西卓研
高城和美 摂津ＬＢＣ 小林つきよ 草津卓愛会
山本和則 野洲クラブ 田中辰男 洛友会
足立安紀子 びわこ 赤阪咲恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ
吉岡健二 びわこ 1 3 河合勝彦 城陽ラージ
吉田ミチ子 びわこ 北尾久美子 城陽ラージ
石川紀美子 さくら 村田龍雄 びわこ
三木マサ子 さくら 小島綾子 びわこ
片山瑛司 びわこ 高宮　弘 びわこ
土井京子 びわこ 駒田博子 びわこ

13 14
1組 今橋謙二 国士無双 4組 岩下新三郎 びわこ
2位 西村美千代 国士無双 2位 荒川克子 びわこ
2組 高瀬信男 びわこ 5組 角山哲男 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ
2位 高田文子 びわこ 2位 森本ふみ子 城陽ﾍﾞﾃﾗﾝ
3組 吉岡健二 びわこ 6組 河合勝彦 城陽ラージ
2位 吉田ミチ子 びわこ 2位 北尾久美子 城陽ラージ

15 16
1組 升井時寛 びわこ 4組 山内　享 大東ﾗｰｼﾞ
3位 柿谷薫 びわこ 3位 福田設子 水郷ラージ
2組 山内明 びわこ 5組 竹内利光 甲賀卓友会
3位 吉田直美 びわこ 3位 隠岐明美 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ
3組 片山瑛司 びわこ 6組 田中辰男 洛友会
3位 土井京子 びわこ 3位 赤阪咲恵 ﾁｰﾑﾏﾂﾓﾄ

17 18
1組 河野伊佐夫 さくらえ 4組 大谷俊文 びわこ
4位 水野順子 栗東ﾄﾞﾘｰﾑ 4位 七浦恵美子 びわこ
2組 鈴木明繁 城陽ラージ 5組 西出紀一 びわこ
4位 小石原恵子 城陽ラージ 4位 西田文枝 びわこ
3組 石川紀美子 さくら 6組 高宮　弘 びわこ
4位 三木マサ子 さくら 4位 駒田博子 びわこ

19 20
1組 飯塚三喜 ＨＹＯＧＯﾗｰｼﾞ 4組 宮崎直子 さくら
5位 林　俊子 びわこ 5位 森　由美子 さくら
2組 岡田勝一 紫陽花
5位 山田幸子 紫陽花
3組 三浦一郎 摂津ＬＢＣ 6組 村田龍雄 びわこ
5位 高城和美 摂津ＬＢＣ 5位 小島綾子 びわこ

2

3

3

2

5 4

Ｍｉｘ130歳以上

1 1

2

3

4 5

3 2

4 4

5 3

Ｍｉｘ130歳以上

1 5

2 1

5 4 4

5 2 5

3位決定

5位決定

1

2

3

4 4 4 5

5 3 5 4

Ｍｉｘ130歳以上 Ｍｉｘ130歳以上

1 3 1

2 2 2

3 5 3

３
組
に
よ
る
リ
ー

グ

３
組
に
よ
る
リ
ー

グ

決勝

2 1 2

3 4 3

4

2014年1月11日

ラージＭｉｘ130歳以上

Ｍｉｘ130歳以上 Ｍｉｘ130歳以上

1 1 1 1

ＰＭより

1位
2位
3位
4位
5位
6位

角山・森本

山内・吉田

鈴木・小石原

村田・小島

11ｺｰﾄ 12ｺｰﾄ
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