
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

明石元気 中澤崇行 北浦和樹 吉井伸吾
兄弟社中 甲西北中 八幡西中 安土中

板鼻良太 北脇 篤 田中友樹
城山中 中主中 石部中

中濱雄生 東郷将治 水谷顕弘 0
河瀬中 栗東西中 長浜西中 1

久木宏輝 上西広粋 門野哲也
彦根南中 城山中 八日市Ｊｒ

高 正宣 仁科友宏 立入亮斗 0
中主中 双葉中 甲西中 0

豊留大樹 大西永時 橋爪翔平
高穂中 八幡西中 甲西北中

山本芳樹 澤 宏樹 加藤直広 2
八幡東中 安土中 城山中

谷口貴彦 奥野慎也 福手雅弘 0
長浜西中 栗東西中 甲西中

望月大樹 竹内陸郎 大林勇貴 0
兄弟社中 彦根南中 安土中 1

竹林一斗 北澤佑介 中島博也
青山中 城山中 中主中

楠谷聖也 古株光喜 冨江翔太 2
栗東西中 竜王中 石部中 2

藤田雄大 横幕晃弘 澤山昌宏
平クラブ 長浜西中 河瀬中

小西祥平 酒井大智 奥村俊樹
八幡西中 中主中 城山中

大黒康平 宮下充樹 藤野翔馬 1
甲西北中 安土中 栗東西中 1

小林克暢 中島直哉 大津貴嗣 1
兄弟社中 城山中 彦根南中

田中大貴 金海用龍 芝原信之介
安土中 八幡東中 栗東西中

松本佳希 板倉宗一郎 朝陽巧海
八幡西中 双葉中 甲西中

井田旭洋 森岡慎平 細田柊真 1
兄弟社中 八幡西中 甲西北中 1

藤田晃佑 田邉宣和 山川弘輝
伊吹山中 安土中 石部中 1
柿谷 勇 杉本将玖 堀内郁也 2

男子１４歳以下シングルスの部
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柿谷 勇 杉本将玖 堀内郁也 2
中主中 城山中 彦根南中 0

高塚千弥 武吉建輔 有村直浩
高穂中 兄弟社中 長浜西中

三谷亮介 豊田寛起 田谷勇樹
栗東西中 青山中 甲西中

福永利勝凡 川越大暉 坂東大裕
彦根JOY 双葉中 彦根南中

武村一輝 北川貴大 中井佑亮
甲西中 長浜西中 栗東西中

舘 雄大 布施琢也 小西大輔 0
城山中 中主中 八日市Ｊｒ 0

中尾優太 岡本尚也 飴山 皓
兄弟社中 石部中 青山中

吉田憲太郎 磯部 雅 宮川健吾 0
長浜西中 八幡西中 伊吹山中 1 0

藤田皓大 青木拓哉 戸井猛裕
平クラブ 河瀬中 彦根南中

宇野勇人 塚本拓也 田中達也
アミーｼﾞｭﾆｱ 城山中 中主中

澤 翼 板垣省吾 小林 稜 0
栗東西中 安土中 石部中 0
奥 裕輔 松崎 樹 山本和広 0
兄弟社中 八幡西中 城山中 0

雨森俊祐 高谷光希 吉岡優弥
双葉中 栗東西中 長浜西中 0

田村昌裕 上田友也 南 洋平 2
兄弟社中 甲西中 八幡東中

東 丈裕 高尾大貴 河野智大
アミーｼﾞｭﾆｱ 河瀬中 八幡西中 1
新庄雄仁 山本恭太郎 神田健太 1

中主中 城山中 甲西中

大野大樹 宮本 聡 田中裕也 0
双葉中 栗東西中 兄弟社中 0

長谷川智之 玉置ジウソン 大嶋章央 0
安土中 城山中 石部中 0

富岡通哉 松村一輝 藤原嵩久
栗東西中 長浜西中 青山中

藪 光紘 高居善史 柏 拓登
中主中 彦根南中 竜王中

西川翔之介 奥村友貴 嶋津裕樹 1
兄弟社中 双葉中 長浜西中 0

神田洋佑 丸本直樹 中村友哉
城山中 伊吹山中 彦根南中
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３位決定戦

三谷亮介

栗東西中

福永利勝凡
彦根JOY 1

５位決定戦
豊留大樹 1

高穂中

藤田雄大

平クラブ

藤田雄

藤田皓大 2

平クラブ

藪 光紘 0

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ

７位決定戦

三谷

城山中 伊吹山中 彦根南中

鈴木 伸 辻 拓馬 寺田明寛
兄弟社中 中主中 八幡西中 0

岸本宗大 磯野淳一 溝井智也
城山中 甲西北中 安土中 0

中村圭介 糟谷聡知 石崎智也
栗東西中 石部中 朝桜中
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７位決定戦
豊留大樹 1

高穂中

藤田皓大

平クラブ

藤田皓



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
寺村 萌 田邉恵美 正井友芽 皆川ゆうみ
彦根JOY 長浜西中 高穂中 彦根南中

青木菜摘 中川早紀 嶋貫友香 0

土山中 中主中 安土中

片平成美 冨田春佳 染井静霞 0

平クラブ 大東中 河瀬中

山本美優 岡野優菜 市川恵美
石部中 八幡西中 大東中

尾崎胡桃 西尾衿菜 土井奈那美 0

伊吹山中 甲西中 兄弟社中 2

田中すみれ 大場若菜 三好真央
長浜西中 大津ｼﾞｭﾆｱ 土山中

畑 有香 山田詩織 小田亜有美
安土中 伊吹山中 栗東西中 0

島田知帆 安田夕美 矢野真亜子 1 0

土山中 兄弟社中 大東中

田中鼓毬 下村梨乃 林 美由紀 1

ロイヤルJ.A.C 土山中 伊吹山中

中地彩歌 中村果歩 森田彩加
平クラブ 兄弟社中 大東中

野一色彩衣 前野真帆 三村友華
長浜西中 土山中 高穂中 0 2

久保田 遥 井関志保美 天白実衣 0

安土中 大東中 甲西中

小菅里菜 藤島郁依 近藤有理 0

八幡西中 伊吹山中 彦根南中

長谷川小夏 小畑 友 寺村彩織 0

甲西中 長浜西中 兄弟社中 0
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彦根市民体育センター
女子１４歳以下シングルスの部
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松山記子 宮部真夕 小柳莉奈
土山中 大東中 彦根南中 0

浦谷美希 山田鮎奈 岸本真依 0

中主中 大東中 石部中

栗林美優 高木涼香 田中成奈
新堂中 伊吹山中 安土中

宮本 歩 林 由美子 大橋美嬉
長浜西中 安土中 彦根南中

松下由香里 辻村瑠菜 岡島侑香
土山中 伊吹山中 高穂中 0

富岡優姫 安井彩賀 桑原法子 1

大東中 土山中 兄弟社中

迫田美華 林 由衣 宮部祥帆 0

八幡西中 甲西中 河瀬中 0

瀧上莉那 高瀬絢加 森本佳寿美
伊吹山中 彦根南中 安土中 1

吉野加椰 橋本 萌 山本光理
兄弟社中 長浜西中 石部中 0

大浦 彩 荒尾有香 近都智美 0 2

中主中 大東中 土山中

徳永幸乃 大原亮子 南 沙也加
平クラブ 土山中 河瀬中

三宮知佳子 金澤杏奈 森本美波 1

ロイヤルJ.A.C 長浜西中 安土中

大澤みのり 元部美希 嶋 千由起
伊吹山中 彦根南中 中主中 1 0

松宮加奈 戸田帆波 燧土千明 0

兄弟社中 大東中 安土中

西 杏由梨 仲谷歩奈実 堀 百合美 1

朝桜中 伊吹山中 安土中

高橋実咲 上田茉里奈 米山泰世 1

兄弟社中 甲西中 大東中 0

常喜美咲 森田奈桜 森 佑果梨
伊吹山中 土山中 彦根南中
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３位決定戦

栗林美優 1

新堂中

宮本 歩
長浜西中

５位決定戦
田中すみれ 0

長浜西中

中地彩歌
平クラブ

徳永幸乃
平クラブ

三宮知佳子 0

ロイヤルJ.A.C 0

７位決定戦
田中すみれ 0

宮本

中地

伊吹山中 土山中 彦根南中

荒尾里奈 弘中璃沙 川合 茜 0

大東中 高穂中 土山中

久保友里恵 多賀彩香 宿院梨衣
大津ｼﾞｭﾆｱ 長浜西中 安土中
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田中すみれ 0

長浜西中

三宮知佳子
ロイヤルJ.A.C

三宮


