
14歳以下男子 (1)

1 平　野 （山　卓） 安　藤 （守山南） 34

2 芹　澤 （石　山） 長谷川 （八　幡） 35

3 亀　井 （栗東西） 北　田 （高　穂） 36

4 渡　邊 （日　吉） 西　田 （青　山） 37

5 行　方 （高　穂） 宮　田 （石　山） 38

6 田　中 （甲　西） 望　月 （甲西北） 39

7 河　野 （中　主） 古　澤 （八幡西） 40

8 柳　原 （石　山） 林 （水　口） 41

9 池　田 （栗　東） 北　脇 （中　主） 42

10 橋　本 （守山南） 未　冨 （北大路） 43

11 谷　村 （水　口） 中　島 （兄弟社） 44

12 松　田 （青　山） 田　辺 （長浜西） 45

13 和　田 （栗東西） 荒　川 （八幡東） 46

14 野　坂 （長浜西） 桑　田 （南　郷） 47

15 山　田 （八幡東） 寺　島 （竜　王） 48
平野

16 飯　田 （甲　南）
（山卓）

高　田 （栗東西） 49

17 丸　山 （彦根南） 池　田 （日　枝） 50

18 西　田 （水　口） 　南裕 （八幡東） 51

19 田　中 （守山南） 寺　山 （守山南） 52

20 貫　井 （甲西北） 佐　生 （水　口） 53

21 饗　場 （八幡東） 三　原 （栗東西） 54

22 丸　岡 （中　主） 川　合 （八幡西） 55

23 西　村 （甲　南） 田中洋 （中　主） 56

24 木　村 （日　枝） 久　保 （平ｸﾗﾌﾞ） 57

25 森　山 （栗東西） 田　中 （日　吉） 58

26 早　川 （竜　王） 寺　田 （守山南） 59

27 住　田 （八　幡） 山　影 （栗東西） 60

28 谷　口 （北大路） 榊 （甲　南） 61

29 岡　田 （日　吉） 滝　川 （石　山） 62

30 村　田 （守山南） 田　村 （竜　王） 63

31 圓　城 （八幡西） 原　田 （中　主） 64

32 坂　本 （兄弟社） 平
野

１１－７
萩
原

日　野 （ロイヤル） 65
１１－５

33 小　森 （石　山）
１１－８



14歳以下男子 (2)

66 藤　田 （平ｸﾗﾌﾞ） 安　田 （長浜西） 98

67 松　尾 （青　山） 江　平 （甲西北） 99

68 薗　田 （中　主） 角　出 （中　主） 100

69 井　上 （日　吉） 高　木 （八幡西） 101

70 中　谷 （北大路） 古　中 （水　口） 102

71 木　村 （守山南） 竹　内 （栗東西） 103

72 亀　井 （栗東西） 薗　田 （八幡東） 104

73 舩　橋 （八幡西） 中　田 （ＪＯＹ） 105

74 吉　田 （中　主） 橋　本 （北大路） 106

75 小　池 （石　山） 尾　崎 （栗東西） 107

76 外　山 （甲　南） 大　迫 （日　枝） 108

77 美濃部 （栗東西） 白　井 （中　主） 109

78 千　代 （日　枝） 薄　井 （守山南） 110

79 熊　谷 （守山南） 大　桒 （石　山） 111

80 櫟 （水　口）
萩原

山　中 （竜　王） 112
（栗東西）

81 吉　田 （甲西北） 森　野 （日　吉） 113

82 中　谷 （八幡東） 杉　本 （甲　南） 114

83 大　倉 （八　幡） 武　村 （栗　東） 115

84 山　本 （日　吉） 前　川 （水　口） 116

85 井　上 （守山南） 花　岡 （八　幡） 117

86 坂　田 （兄弟社） 船　田 （甲西北） 118

87 冨　田 （栗　東） 澤　田 （守山南） 119

88 武　田 （石　山） 田中克 （中　主） 120

89 岩　本 （栗東西） 堂　埜 （青　山） 121

90 中　西 （水　口） 藤　田 （南　郷） 122

91 清　水 （北大路） 井ノ口 （八日市Ｊr) 123

92 若　林 （青　山） 木　下 （石　山） 124

93 廣　田 （竜　王） 西　田 （高　穂） 125

94 寺　倉 （長浜西） 　南拓 （八幡東） 126

95 西　澤 （甲　南） 三　浦 （平ｸﾗﾌﾞ） 127

96 松　井 （石　山） 小　林 （守山南） 128

97 大　浦 （中　主） 竹ノ内 （八幡西） 129

萩　原 （栗東西） 130


