
東京卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２０年１２月１３日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
中村 圭介 寺田 明寛 入鹿 真生 1

栗東西中学 八幡西中学 石部中学

松本 佳希 森 駿介 舟橋 壮真

八幡西中学 打出中学 近江兄弟社中学

中尾 優太 西村 恒平 大嶋 章央

近江兄弟社中学 彦根J･O･Y 石部中学 1

松宮 悠真 髙橋 一平 森田 諒

彦根J･O･Y 打出中学 近江兄弟社中学

宮本 聡 今西 優希 岡本 尚也

栗東西中学 平クラブ 石部中学

望月 大樹 奥野 慎也 中村 寛志

近江兄弟社中学 栗東西中学 水口東中学

辻丸 良輝 松崎 樹 長谷川 亮 1

山 卓 八幡西中学 近江兄弟社中学

藤田 雄大 田中 宏樹 糟谷 聡知

平クラブ 近江兄弟社中学 石部中学

奥 裕輔 岸本 誠司 岩﨑 聖

近江兄弟社中学 打出中学 彦根J･O･Y

楠谷 聖也 北浦 和樹 冨江 翔太 1

栗東西中学 八幡西中学 石部中学

清水 厚行 澤 翼 武田 洸和

打出中学 栗東西中学 山 卓 1

河野 智大 松浦 雄介 土野 晶也
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カデット男子シングルスの部
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河野 智大 松浦 雄介 土野 晶也

八幡西中学 平クラブ 石部中学

田村 昌裕 田沢 遼 東郷 将治

近江兄弟社中学 彦根J･O･Y 栗東西中学

福永 利勝凡 鎌田 千徳 河島 拳人

彦根J･O･Y 栗東西中学 石部中学

浅井 淳志 鈴木 伸 伊藤 誠

打出中学 近江兄弟社中学 水口東中学

小西 祥平 川崎 舜悟 野崎 智理 1

八幡西中学 栗東西中学 平クラブ

綾井 太一 福生 瑞希 北村 竜一

栗東西中学 打出中学 石部中学

山川 弘輝 井田 旭洋 松宮 享平

石部中学 近江兄弟社中学 彦根J･O･Y

八木 嶺治 磯部 雅 中村 俊勝

山 卓 八幡西中学 栗東西中学

三谷 亮介 森岡 慎平 田中 友樹

栗東西中学 八幡西中学 石部中学

西川 翔之介 大西 廉 藤岡 輝一

近江兄弟社中学 水口東中学 彦根J･O･Y

小林 克暢 髙橋 正吾 楠谷 貴仁

近江兄弟社中学 打出中学 マロンクラブ

藤田 皓大 小林 稜 升岡 浩明 1

平クラブ 石部中学 栗東西中学

豊留 大樹 高谷 光希 櫛田 善生

ロイヤルJ.A.C 栗東西中学 打出中学

太田 智紀 矢守 健太 山口 裕也

打出中学 山 卓 石部中学 2

明石 元気 大西 永時 村岸 洋亮
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東京卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２０年１２月１３日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
寺村 萌 中村 真美 三﨑 有希

彦根J･O･Y 水口東中学 八幡西中学

立岡 唯 小野 真理菜 山本 美優

マロンクラブ 大津ジュニア 石部中学

片平 成美 安田 亜希子 吉野 加椰

平クラブ 新堂中学 近江兄弟社中学

田中 鼓毬 迫田 美華 太田 実希 1

ロイヤルJ.A.C 八幡西中学 石部中学

徳永 幸乃 辻 真祐花 諏訪 希 1

平クラブ 新堂中学 石部中学

久保 友里恵 木村 瑞希 三浦 雅美

大津ジュニア 八幡西中学 石部中学

中地 彩歌 角野 恵美奈 村岡 結

平クラブ 彦根J･O･Y マロンクラブ 1

香取 良美 北出 莉紗子 村岡 紅 2

水口東中学 新堂中学 マロンクラブ

谷澤 沙也加 平子 明日香 岡野 優菜

彦根J･O･Y 石部中学 八幡西中学

大東 百菜実 青木 日菜 平塚 叶梨 2

八幡西中学 石部中学 彦根J･O･Y

土井 奈那美 辻 幸美 力武 里菜

近江兄弟社中学 平クラブ 新堂中学

三宮 知佳子 中村 さくら 山本 光理 1

ロイヤルJ.A.C マロンクラブ 石部中学
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カデット女子シングルスの部

ロイヤルJ.A.C マロンクラブ 石部中学

中地 祐香里 佐々木 愛梨 佃 千夏

平クラブ 新堂中学 水口東中学

栗林 美優 綾井 唯 社納 千聖 2

新堂中学 マロンクラブ 石部中学

角野 和佳奈 大場 若菜 加嶋 瞳

彦根J･O･Y 大津ジュニア 八幡西中学

小菅 里奈 岸本 真依 柿添 悠吏奈

八幡西中学 石部中学 彦根J･O･Y

平 真由香 安井 佳芳吏 大塚 葵 藤田 瑞生

平クラブ 水口東中学 栗東西中学 マロンクラブ
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カデット男子決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

松宮 悠真
彦根J･O･Y
明石 元気

近江兄弟社中学
福永 利勝凡
彦根J･O･Y
田村 昌裕

近江兄弟社中学

３1 １－３ ０－３

2 ３－１ ３－１ ３－０ ６

３－０ ５ ２

３－０ ４

4 ０－３ ０－３ ０－３

１

3 ３－０ １－３

３ ４

カデット女子決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

寺村 萌
彦根J･O･Y
平 真由香
平クラブ

中地 祐香里

1 ０－３ 不戦勝 ２３－２ ５

６３－０ ３－０ ３－０ １2

中地 祐香里
平クラブ

久保 友里恵
大津ジュニア

棄権 １ ４3 棄権 ０－３

３4 ２－３ ０－３ 不戦勝 ４


