
平成１８年度クラス別卓球選手権

平成１８年１１月４日

草津市総合体育館
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1  山内・尾田 (山 卓)  中村・宮本 (栗東西) 40

男 子 中 学 生 以 下 ダ ブ ル ス

2  橋本・浜砂 (水 口) 41

3  原田・衣川 (南 郷)   東 ・原田 (南 郷) 42

 森田・間宮 (中 主)

4  須頭・鳥居 (栗東西) 43

5  中川・池田 (水口東)  小林・中川 (八幡西) 44

 堀原大・荒川 (アミーJr)

6  山田・畑稜 (アミーJr) 45

7  小西・稲津翔 (crossover)  笹木・萩岡 (彦根南) 46

 中村・大森 (高 穂)

8  河合・北川 (彦根南) 47

9  木下・白井大 (中 主)  白井貴・大橋 (中 主) 48

 阪東・川瀬 (長浜西)

10  八木・福永 (JOY松下) 49

11  三谷拓・立岡 (マロン)  中村・三谷亮 (マロン) 50

 影山・松岡 (水口東)

12  志智・松崎 (中 主) 51

13  高田・赤星 (栗東西)  柴川・関口 (彦根南) 52

 竹村・上野 (兄弟社)

14  磯部・山崎 (八日市Jr) 53

15  末岡・田辺 (長浜西)  峰松・松本 (水 口) 54

 岩崎・松宮 (JOY松下)

16  堀井・芳野 (八幡西) 55

17  木下・西澤 (水 口)  脇坂・雪谷 (甲西北) 56

 辻丸一・田村 (山 卓)

18  三十日・松宮 (彦根南) 57

19  里田・黒川 (兄弟社)  北村・松居 (彦根南) 58

 宇野・東丈 (アミーJr)

20  松田・廣瀬 (中 主) 59

21  白木・吉田 (八日市Jr)  遠藤・長坂 (栗東西) 60

 苅森・吉川 (中 主)

22  杉田・山本 (長浜西) 61

23  福田・吉本 (水口東)  小林将・馬場 (彦根南) 62

 田中・田中 (中 主)

24  中嶋・原田 (彦根南) 63

25  中村・内藤 (甲西北)  岸本・金田 (南 郷) 64

 安田・永杉 (長浜西)

26  藤居・松本 (兄弟社) 65

27  堀原広・佐伯 (アミーJr)  安村・綾井 (マロン) 66

 藤田・藤田 (平クラブ)

28  村田・川口 (彦根南) 67

29  宇野・太田 (マロン)  井上・神山 (水口東) 68

 藤原・村田 (八日市Jr)

30   旭 ・佐々木 (水 口) 69

31  宮本・三品 (南 郷)  丸尾・藤丸 (中 主) 70

 前田・東大 (アミーJr)

32  大橋・下木原 (八幡西) 71

33  布施・市川 (中 主)  上原・竹嵜 (甲西北) 72

 瀧瀬・芝原 (水 口)

34  豊留・今井 (矢倉TTC) 73

35  四方・土肥 (アミーJr)  稲津慎・小島 (crossover) 74

 中鉢・宇野 (兄弟社)

36  浅尾・廣田 (彦根南) 75

37  江口・安井 (水口東)  山元・外村 (水口東) 76

 川崎・小林和 (彦根南)

(アミーJr)38  森田・竹田 (長浜西)
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39  楠谷・川端 (栗東西) 78 明石・辻丸良 (山 卓)

 水野・ 畑俊



滋賀県クラス別卓球大会

平成18年11月4日

草津総合体育館
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女 子 中 学 生 以 下 ダ ブ ル ス

1 中尾・原山 （ロイヤル） 20

2 塚本・宮崎 （長浜西） 林・堀居 （彦根南） 21

向山･向山 （JOY松下）

3 重倉・安土 （南郷） 22

4 四塚・橋本 （長浜西） 片平・正木 （矢倉TTC） 23

中川・正木 （高穂中）

5 西・奥田 （蒲生ｸﾗﾌﾞ） 24

6 田島・横田 （長浜西） 野洲・北脇 （中主） 25

早野・桑門 （長浜西）

7 谷澤・角野 （JOY） 26

8 北澤・古川 （彦根南） 渡部・小林 （八幡西） 27

横田・小林 （長浜西）

9 中地･平真由 （平ｸﾗﾌﾞ） 28

10 草野・鳥居 （長浜西） （日吉･滋賀学）桐山・朝戸 29

中垣・富田 （長浜西）

11 梶井・北川 （cressover） 30

12 佐藤・中地 （平ｸﾗﾌﾞ） 川村･高橋 （長浜西） 31

川端・永井 （ロイヤル）

13 松永・小西 （八日市Jr） 32

14 寺村・平塚 （JOY） 木原・横田 （長浜西） 33

五十嵐・樋口 （甲西北）

15 田中・三富 （矢倉TTC） 34

16 吉安・湧口 （長浜西） 森野・吉岡 （長浜西） 35

木田･荒木 （八日市Jr）

37

木内・山田 （蒲生ｸﾗﾌﾞ）17 清水・吉田 （長浜西）

18 西山･森 （彦根南）

19 田口・田中 （中主）
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38

松浦・平 （平ｸﾗﾌﾞ） 39

越村・下村 （南郷）

36

中島・喜多 （矢倉TTC）


