
滋賀県卓球選手権大会

平成２１年２月１１日

草津市民体育館

１位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位
藤田 晴太 染川 祐輔 北川 一利 玉木 克尚 西田 武久 藤本 新大 西村 滉紀

近江高校 虎姫高校 彦根工業高校 膳所高校 近江高校 八幡高校 虎姫高校

宇野 智貴 中村 祐太 福泉 照夫 井上 涼輔 井上 隆登 佐野 貴志

玉川高校 東大津高校 八幡高校 安曇川高校 膳所高校 大津高校

村岡 良幸 山田 拓也 岩本 渉平 １ 岩﨑 瞬 吉岡 貴之 石田 典志

瀬田工業高校 堅田高校 大津高校 １ 彦根工業高校 瀬田工業高校 甲西高校

植村 和也 松本浩太朗 坂井 和哉 ２ 片岡 義貴 坪井 悠祐 中村 伊央馬

膳所高校 瀬田工業高校 彦根工業高校 彦根工業高校 膳所高校 甲西高校

山田 大貴 吉居 裕亮 田川 貴洋 久保 勇貴 岩本 庄平 林田 智也

東大津高校 虎姫高校 甲南高校 ２ 東大津高校 瀬田工業高校 大津高校

磯谷 祐輝 岡本 健 坂口 慎也 ２ 西村 和紗 中嶋 直人 鳥居 俊克

彦根東高校 膳所高校 大津高校 １ 膳所高校 彦根東高校 玉川高校

鳥海 渉 工藤 巧 西田 貴裕 勝部 遥介 山田 章文 土田 達明

膳所高校 彦根工業高校 東大津高校 １ 玉川高校 八幡高校 虎姫高校

峰松 宏気 金沢 明信 山口 晋也 長坂 康平 山本 涼 野々村 和真

光泉高校 玉川高校 大津高校 光泉高校 瀬田工業高校 玉川高校

野坂 勇太 横田 和也 坪田 直樹 １ 田辺 勇人 土肥 一輝 小西 光弘

彦根東高校 瀬田工業高校 八幡高校 ２ 彦根東高校 膳所高校 彦根工業高校

伊藤 高範 三品 陽祐 山下 祥也 2 ２ １ 大治 雅史 三村 健人 川合 将太

膳所高校 大津高校 甲南高校 １ 甲西高校 膳所高校 堅田高校

大迫 誠 廣瀬 健太 金澤 翔平 岡林 毅紘 村片 脩平 本郷 正

近江高校 甲西高校 虎姫高校 彦根工業高校 東大津高校 瀬田工業高校

阪口 拓也 小島 久和 西田 翔太 １ 福原 涼太 松田 好平 西川 智紀

東大津高校 安曇川高校 瀬田工業高校 Crossover 伊吹山中学 虎姫高校

加藤 匠 勝島 直也 清水 達矢 浦部 祐樹 前田 卓哉 梅本 昌弥

高島高校 玉川高校 虎姫高校 八幡高校 東大津高校 甲南高校

和田 将弥 田邉 健 船見 祐太朗 １ 木村 好宏 河内 望 花房 秀哉

甲西高校 彦根工業高校 膳所高校 大津高校 玉川高校 膳所高校

杉本 翔太郎 井上 尚輝 大溝 悠樹 饗場 佳広 木村 匡宏 稲津 将太

瀬田工業高校 大津高校 堅田高校 １ 彦根工業高校 瀬田工業高校 堅田高校

末岡 直鷹 木戸 偉貴 谷野 広貴 ２ 中澤 和也 東 瑛人 山元 陸

虎姫高校 瀬田工業高校 大津高校 １ 虎姫高校 膳所高校 大津高校

安藤 太騎 西澤 優志 長束 大樹 的場 章浩 福山 翔太 林 佳史

膳所高校 甲南高校 彦根工業高校 １ 彦根東高校 東大津高校 瀬田工業高校

丸岡 史和 遠藤 健作 佐々木 健二 １ 浅井 美徳 井上 智貴 津田 彰宏

近江高校 東大津高校 甲西高校 近江高校 安曇川高校 甲南高校

住田 拓人 大久保 圭介 竹村 大地 １ ２ ２ ２ 川副 裕輔 馬淵 翔大 木村 智喜

八幡高校 彦根東高校 甲西高校 １ 瀬田工業高校 虎姫高校 甲南高校

村田 洋 松下 亮介 未武 拓真 茶木 寿志 塩田 雄大 内田 智希

虎姫高校 大津高校 膳所高校 彦根工業高校 甲西高校 膳所高校

橋本 円 原田 長 大谷 英之 宮口 廉平 高山 大智 井上 貴仁

玉川高校 瀬田工業高校 東大津高校 彦根J･O･Y 東大津高校 大津高校

東 大成 小林 達矢 松尾 宏紀 ２ 岩井 俊幸 河井 寿浩 古村 尭大

大津高校 彦根工業高校 膳所高校 彦根工業高校 堅田高校 膳所高校

山中 慧 下野 雄次 四方 洵 鳥元 和輝 麻生 ミツオ 西村 和真

東大津高校 堅田高校 瀬田工業高校 大津高校 瀬田工業高校 玉川高校

杉田 光 平井 隼人 藤井 健 旭 崇志 岡村 尚也 広部 久行 村上 晴彦

長浜西中学 甲西高校 安曇川高校 甲西高校 八幡高校 虎姫高校 東大津高校

男子 ジュニアの部
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滋賀県選手権大会

平成２１年２月１１日

草津市民体育館

１位 ２位 ３位 ４位

大石 千妃呂 小田 夏美 川治 萌子 四塚 愛

膳所高校 八幡高校 膳所高校 長浜北高校

朝戸 亜子 桑門 梨央 青木 茉里美 栄徳 いつか

滋賀学園高校 彦根Ｊ･Ｏ・Ｙ 甲西高校 東大津高校

鷲見 奈々江 永井 千秋 髙橋 早紀 青木 満里奈

滋賀学園高校 東大津高校 長浜北星高校 膳所高校 ２

岡田 あゆみ 辻村 真衣 森田 理保 北川 仁都美 ２

滋賀学園高校 長浜北高校 甲西高校 八幡高校 １

草野 朱佑子 青山 静華 雪谷 真里奈 有川 依那

滋賀学園高校 湖東クラブスポ少 膳所高校 東大津高校

正木 美穂 北村 悠紀子 井上 絢裟 猪田 真由

平クラブ マロンクラブ 膳所高校 八幡高校

5

女子 ジュニアの部
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