
滋賀県卓球選手権大会

平成２１年２月１１日

草津市総合体育館
1 位 2 位 3 位 4 位

福永 利勝凡 河島 拳人 竹村 草多 加藤 和馬
彦根J･O･Y 石部中学 栗東西中学 日吉中学
今井 優作 木村 将太 黒木 冬威
矢倉T.T.C 皇子山中学 安土中学
小澤 拓也 井田 友貴 岸本 宗大
皇子山中学 老上中学 城山中学
磯野 正 鎌田 千徳 金海 用龍
高島クラブ 栗東西中学 八幡東中学

長谷川 智之 岡本 尚也 松浦 雄介
安土中学 石部中学 平クラブ 2

森田 祐司 西田 慶二 森 駿介 1

老上中学 城山中学 打出中学
新庄 雄仁 福手 雅弘 和田 貴之
中主中学 甲西中学 栗東西中学
豊留 大樹 北脇 篤 半沢 龍之介 2

ロイヤルJ.A.C 中主中学 老上中学
小原 圭悟 山口 雄大 増井 貴久
八幡中学 皇子山中学 高穂中学 2

布施 琢也 山口 裕也 北川 寛貴
中主中学 石部中学 安土中学
中島 直哉 日下 悠 村地 健太郎
城山中学 アミークラブ 八幡東中学 2

福王 瑞希 澤 宏樹 森岡 滉平
打出中学 安土中学 城山中学
飴山 皓 奥村 陽八 野田 良介
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飴山 皓 奥村 陽八 野田 良介
山 卓 打出中学 八幡東中学 2

福泉 幹人 寺嶋 伊武樹 山本 遼太
朝桜中学 八幡中学 高穂中学
楠谷 聖也 梅原 和希 瀬野 大樹
栗東西中学 八幡中学 皇子山中学
綾井 太一 畑 俊介 木下 裕登
栗東西中学 アミークラブ 八幡東中学
太田 俊樹 中江 正人 塩野入 浩介
城山中学 安土中学 高穂中学
冨江 翔太 酒井 大智 梅村 翔太
石部中学 中主中学 高穂中学
坂本 健 服部 聖也 枝本 大知
洛星中学 八幡中学 老上中学
舘 雄大 新木 爽也 宮本 宏樹
城山中学 八幡東中学 老上中学 1

田村 和広 清水 朋貴 西村 美輝
老上中学 矢倉T.T.C 皇子山中学 1

田川 智也 溝井 智也 西村 恒平
皇子山中学 安土中学 彦根J･O･Y
清水 厚行 石村 勇馬 渡邉 修士
打出中学 朝桜中学 栗東西中学
藤田 皓大 大林 勇貴 坪田 千広 1

平クラブ 安土中学 老上中学
高橋 正吾 山本 恭太郎 西村 亮甫
打出中学 城山中学 安土中学
福原 颯馬 原 佑輔 小林 稜 2

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 皇子山中学 石部中学
柿谷 勇 小崎 優樹 北村 和輝
中主中学 城山中学 日吉中学
武村 一輝 西田 幸一郎 川部 博愛 2

甲西中学 老上中学 皇子山中学 1
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甲西中学 老上中学 皇子山中学
宮本 聡 杉本 将玖 田中 悠介
栗東西中学 城山中学 八幡中学
辻丸 良輝 櫛田 善生 福永 耕介
山 卓 打出中学 高穂中学
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草津市総合体育館
1 位 2 位 3 位 4 位

八木 嶺治 草川 将太 大辻 誠
山 卓 老上中学 八幡中学

塚本 拓也 中島 博也 伊藤 大瑛 高橋 一平
城山中学 中主中学 安土中学 打出中学
高塚 千弥 阪口 大樹 大嶋 章央
高穂中学 八幡東中学 石部中学 2

木賀 健一郎 立入 亮斗 芦田 遥一郎
老上中学 甲西中学 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 2

加藤 健 安田 大斗 山本 和広
皇子山中学 安土中学 城山中学
橋本 鴻太郎 高谷 光希 玉置 ジウソン
洛星中学 栗東西中学 城山中学
藪 光紘 辻 悠斗 北村 竜一
中主中学 高島クラブ 石部中学
神田 洋佑 堀尾 光希 津田 洋樹
城山中学 八幡中学 皇子山中学
村岸 洋亮 田中 大貴 湊 洸介
彦根J･O･Y 安土中学 高穂中学 2

上田 郷 家森 拓哉 片山 憲
打出中学 朝桜中学 八幡東中学
山川 弘輝 平川 省吾 石田 良哉
石部中学 老上中学 安土中学
澤 翼 田中 達也 宮下 新司 1 1

栗東西中学 中主中学 城山中学 2

浅井 淳志 大西 誠二 南 洋平
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浅井 淳志 大西 誠二 南 洋平
打出中学 老上中学 八幡東中学
川崎 舜悟 岡村 俊樹 山本 芳樹
栗東西中学 皇子山中学 八幡東中学
藤田 雄大 上田 紀行 木村 智哉
平クラブ 皇子山中学 八幡中学

太田 智紀 糟谷 聡知 東郷 将治
打出中学 石部中学 栗東西中学 1

松永 勇太 朝陽 巧海 吉井 伸吾
老上中学 甲西中学 安土中学
徳田 将之 田邉 宣和 門野 哲也
皇子山中学 安土中学 八日市クラブ
迫田 樹 板鼻 良太 加藤 未有
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 城山中学 矢倉T.T.C 1

辻 拓馬 中村 俊勝 上西 広粋
中主中学 栗東西中学 城山中学
今西 優希 田沢 遼 西村 拓朗
平クラブ 彦根J･O･Y 高穂中学
髙 正宣 明河 佑樹 村谷 綾星 1

中主中学 皇子山中学 老上中学
東 丈裕 岡 厚志 入鹿 真生
皇子山中学 八幡中学 石部中学
板垣 省吾 石原 章太 奥村 勇介
安土中学 城山中学 日吉中学
田谷 勇樹 永尾 拓 岸本 誠司
甲西中学 高穂中学 打出中学 1

宮下 充浩 谷 清隆 土野 晶也 1

安土中学 老上中学 石部中学
藤村 亮汰 八田 卓也 中西 雅暉
八幡中学 栗東西中学 老上中学
水野 公貴 服部 功 山下 大貴
アミークラブ 皇子山中学 高穂中学
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アミークラブ 皇子山中学 高穂中学
北澤 佑介 池田 静也 豊留 直樹
城山中学 八幡東中学 矢倉T.T.C
三谷 亮介 上田 友也 山田 圭祐
栗東西中学 甲西中学 八幡中学
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草津市総合体育館
1 位 2 位 3 位 4 位

寺村 萌 社納 千聖 松川 友巳
彦根J･O･Y 石部中学 高穂中学
迫田 美華 高木 涼香 市川 智恵
八幡西中学 伊吹山中学 皇子山中学
山藤 千穂 下村 梨乃 三﨑 有希
安土中学 土山中学 八幡西中学

浦谷 美希 松島 春子 林 奈央
中主中学 伊吹山中学 安土中学

三宮 知佳子 冨田 美緒 木下 文乃
ロイヤルJ.A.C 朝桜中学 皇子山中学 １
松山 記子 佐々木 愛梨 佐藤 由紀江
土山中学 新堂中学 安土中学

大場 若菜 西堀 瑞稀 岸本 真依
大津ジュニア 安土中学 石部中学
林 美由起 堀 百合美 岡野 優菜
伊吹山中学 安土中学 八幡西中学 １
尾崎 胡桃 正木 友梨 川尻 彩也音
伊吹山中学 高穂中学 中主中学 １
中地 彩歌 近都 智美 清家 美央
平クラブ 土山中学 朝桜中学

栗林 美優 嶋 千由起 伊藤 帆南
新堂中学 中主中学 朝桜中学

山田 詩織 小寺 加那子 田中 成奈
伊吹山中学 老上中学 安土中学

桑原 真湖都 松浪 琴乃 西 真由美 １
矢倉Ｔ.Ｔ.Ｃ 伊吹山中学 安土中学
正井 友芽 門野 美由紀 岩下 真百合
高穂中学 八日市ジュニア 八幡西中学

北川 智沙生 久保田 遥 三好 真央
伊吹山中学 安土中学 土山中学
常喜 美咲 中川 早紀 西堀 榛菜
伊吹山中学 中主中学 安土中学 ２
西 杏由梨 松下 由香里 岡田 佳子
朝桜中学 土山中学 八幡西中学 ２

奥野 香名子 諏訪 希 大橋 朋実
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18 奥野 香名子 諏訪 希 大橋 朋実
皇子山中学 石部中学 八幡西中学

小野 真里菜 山本 光理 川端 柚里
大津ジュニア 石部中学 安土中学 １
徳永 幸乃 藤島 郁依 山田 美里 大塚 葵
平クラブ 伊吹山中学 安土中学 栗東西中学

中地 祐香里 吉田 緋奈 森田 奈緒
平クラブ 矢倉Ｔ.Ｔ.Ｃ 土山中学 ２

安井 彩賀 森本 美波 吉畑 聖子
土山中学 安土中学 皇子山中学

木内 優里 筒井 愛加 青木 日菜 １ １
朝桜中学 伊吹山中学 石部中学

嶋貫 友香 髙倉 愛実 尾崎 楓
安土中学 中主中学 伊吹山中学

小菅 里奈 辻 真祐花 三浦 雅美
八幡西中学 新堂中学 石部中学 １
瀧上 莉那 平子 明日香 志井 典子
伊吹山中学 石部中学 安土中学 ２
青木 菜摘 渡辺 朱音 清水 麻花央
土山中学 安土中学 八幡西中学

田中 鼓毬 加藤 瑞貴 小田 亜有美
ロイヤルJ.A.C 安土中学 栗東西中学 ２
辻 幸美 三村 友華 橋本 明寿香
平クラブ 高穂中学 中主中学

谷澤 沙也加 辻村 瑠菜 新名 祐美
彦根J･O･Y 伊吹山中学 朝桜中学

角野 和佳奈 前野 真帆 大東 百菜実 2
彦根J･O･Y 土山中学 八幡西中学 ２
福山 鈴華 大原 亮子 奥村 愛 １
安土中学 土山中学 矢倉Ｔ.Ｔ.Ｃ

山田 裕佳 大澤 みのり 太田 実希
朝桜中学 伊吹山中学 石部中学

北出 莉紗子 山本 美優 加嶋 瞳 ２
新堂中学 石部中学 八幡西中学

片平 成美 上野 はづき 森本 佳寿美
平クラブ 中主中学 安土中学

今村 真子 田中 葵 林 由美子
老上中学 皇子山中学 安土中学

島田 知帆 木村 瑞希 燧土 千明
土山中学 八幡西中学 安土中学
大浦 彩 的場 梨沙 畑 有香 １
中主中学 伊吹山中学 安土中学

仲谷 歩奈実 西田 奈央 土田 佳奈
伊吹山中学 高穂中学 安土中学
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久保 友里恵 小田 由貴 廣畑 涼香
大津ジュニア 伊吹山中学 八幡中学

40


