
全日本卓球選手権大会（カデットの部）

平成２０年８月３０日

１位 ２位 ３位 ４位 彦根市民体育センター

松宮悠真 西村恒平 石田良哉
彦根JOY 彦根南中 安土中

松浦雄介 平田竜生 西村拓朗
平クラブ 甲西北中 高穂中

四方翔大 木下裕登 柴田知希 0

栗東西中 八幡東中 甲西中 1 2

山口裕也 中村俊勝 池田静也 0

石部中 栗東西中 八幡東中 0

西澤知秀 深尾将吾 山本遼太
湖東クラブ 八幡西中 高穂中

西村亮甫 加藤 駿 岡田公平 0 0

安土中 彦根南中 甲西北中

家森拓哉 武田洸和 宮下新司
朝桜中 山卓 城山中 2

楠谷貴仁 片山 憲 入鹿真生
ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ 八幡東中 石部中

仲谷昴洋 中居拓巳 友政洋亮
伊吹山中 彦根南中 安土中 0 0

藤岡輝一 西 絋平 鎌田千徳
彦根JOY 八幡西中 栗東西中

奥村陽八 梅村翔太 山口貴士 2

城山中 高穂中 朝桜中 0

上原優一 坂口大樹 関 柾秀 0

栗東西中 八幡東中 甲西中 0

男子１３歳以下シングルスの部
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西 拓馬 北村竜一 西村元気
八幡西中 石部中 彦根南中

福永耕介 水野 旭 中江正人 0

高穂中 甲西北中 安土中

辻丸良輝 西村渉平 西田慶二
山卓 蒲生ｽﾎﾟ少 城山中

綾井太一 石村勇馬 東 裕太
栗東西中 朝桜中 甲西北中

石原章太 姉川兼大 増井貴久 1

城山中 彦根南中 高穂中

中川拓郎 村地健太郎 塩野入浩介 0

甲西中 八幡東中 高穂中 1

西浦 大 野田良介 水野有稀
栗東西中 八幡東中 甲西北中 0

古田 匠 井室裕暉 山下大貴
伊吹山中 八幡西中 高穂中 0

田沢 遼 八田卓也 安田大斗 1 0

彦根南中 栗東西中 安土中

岩崎 聖 福泉幹人 森岡滉平
彦根JOY 朝桜中 城山中

川崎舜悟 野崎智理 土野晶也
栗東西中 平クラブ 石部中

松宮享平 小崎優樹 永尾 拓
彦根JOY 城山中 高穂中 0 0

久保龍也 星野昴貴 新木爽也 1

大津ｼﾞｭﾆｱ 栗東西中 八幡東中

村岸洋亮 伊藤大瑛 林 勇樹 0

彦根南中 安土中 ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

長崎洋平 伊藤悠斗 竹村草多
彦根南中 八幡西中 栗東西中 0

渡邉修士 太田俊樹 月時 崚
栗東西中 城山中 伊吹山中 0
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３位決定戦
松宮悠真 1

彦根JOY

綾井太一
栗東西中

５位決定戦
家森拓哉
朝桜中 2

楠谷貴仁
ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ 0

岩崎 聖
彦根JOY

川崎舜悟
栗東西中 2

７位決定戦
楠谷貴仁 0

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

川崎舜悟
栗東西中

綾井

川崎

岩崎

栗東西中 城山中 伊吹山中 0

八木嶺治 河島拳人 河内裕亮
山卓 石部中 八幡西中

29



全日本卓球選手権大会（カデットの部）

平成２０年８月３０日

１位 ２位 ３位 ４位

平 真由香 加藤瑞貴 脇西 汀 新名祐美

平クラブ 安土中 甲西中 朝桜中

正木友梨 清水麻花央 西堀榛菜

高穂中 八幡西中 安土中

北川智沙生 平子明日香 望月菜摘 0

伊吹山中 石部中 甲西北中 0

綾井 唯 福山鈴華 藤平パレン 0

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ 安土中 甲西北中

柿添悠吏奈 冨田美緒 小島春香 0

彦根JOY 朝桜中 甲西中

辻 幸美 立岡 唯 志井典子

平クラブ ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ 安土中 0

松島春子 社納千聖 谷崎由実

伊吹山中 石部中 甲西北中

木内優里 加嶋 瞳 西 真由美 0

朝桜中 八幡西中 安土中 0

松浪琴乃 佐藤由紀江 伊藤帆南 2 0

伊吹山中 安土中 朝桜中 0

木村瑞希 吉田さやか 大塚 葵
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

彦根市民体育センター

女子１３歳以下シングルスの部

八幡西中 甲西北中 栗東西中

角野和佳奈 諏訪 希 柳川澪穂

彦根JOY 石部中 甲西中

中地祐香里 岡崎智香 小川莉季花

平クラブ 甲西中 朝桜中

大橋朋実 青木日菜 土田佳奈 0

八幡西中 石部中 安土中

角野恵美奈 的場梨紗 伴 明日香 1

彦根JOY 伊吹山中 甲西北中 2

小田由貴 太田実希 川端柚里 0

伊吹山中 石部中 安土中 0

門野美由紀 増田絵莉菜 岡田佳子

八日市Ｊｒ 甲西北中 八幡西中

谷澤沙也加 清家美央 村岡 紅 2

彦根JOY 朝桜中 ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

中村さくら 渡辺朱音 木下佳鼓 0

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ 安土中 甲西中 0

山田裕佳 筒井愛加 山田美里

朝桜中 伊吹山中 安土中

三崎有希 植西梨紗 松川友巳 1

八幡西中 甲西北中 高穂中 0

大東百菜実 三浦雅美 林 奈央 0

八幡西中 石部中 安土中 0

小野真里菜 尾崎 楓 中山亜里沙

大津ｼﾞｭﾆｱ 伊吹山中 甲西北中
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３位決定戦

角野和佳奈
彦根JOY

中地祐香里
平クラブ

５位決定戦

柿添悠吏奈
彦根JOY

辻 幸美
平クラブ

谷澤沙也加
彦根JOY

中村さくら
ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

７位決定戦

柿添悠吏奈
彦根JOY

中村さくら

中地

谷澤

柿添
平塚叶梨 深津茉似 西堀瑞希

彦根JOY 甲西中 安土中
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中村さくら
ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

柿添


