
近畿選手権大会滋賀県予選会

平成２１年５月３日

草津市民体育館

１位 ２位 ３位 ４位
綾井 太一 藤岡 輝 岡田 公平 鬼頭 宏彰 ｷ
栗東西中学 彦根JOY 甲西北中学 中主中学

宮嶋 怜也 伊藤 大瑛 岡村 俊希 ｷ
中主中学 安土中学 皇子山中学

森田 諒 児島 健太 日下部 恭平
近江兄弟社中学 栗東中学 大津ジュニア ２

西澤 知秀 西 紘平 永原 和一 ２

湖東クラブスポ少 八幡西中学 唐崎中学

古中 雄二 枝本 大知 三崎 智也
水口中学 老上中学 中主中学

村岸 洋亮 森田 祐司 片岡 祐太
彦根JOY 老上中学 甲西北中学

菱井 昂太 中江 正人 大森 健太
水口中学 安土中学 山 卓

中川 拓郎 山本 慶輝 服部 功 １

甲西中学 栗東中学 皇子山中学

畑 俊介 野田 章嘉 高木 長
唐崎中学 水口中学 八日市ジュニア

芦田 遥一郎 西 拓馬 柴田 知希
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 八幡西中学 甲西中学 ２

山出 拓史 中井 元貴 石田 良哉
水口中学 栗東中学 安土中学 １

東 裕太 木村 将太 定成 檀
甲西北中学 皇子山中学 近江兄弟社中学

家森 拓哉 中村 俊勝 藤本 大輝
朝桜中学 栗東西中学 中主中学

平川 省吾 吉田 幸平 村田 祥太
老上中学 中主中学 唐崎中学

今西 優希 宿谷 瑞輝 深尾 将吾
平ジュニア 水口中学 八幡西中学

上原 優一 小梶 翔矢 瀬野 大樹
栗東西中学 近江兄弟社中学 皇子山中学

田沢 遼 熊澤 勇哉 上田 郷 ｷ
彦根JOY 栗東中学 打出中学

松浦 雄介 伊藤 悠斗 迫田 樹 ｷ ２

平ジュニア 八幡西中学 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

福本 紘代 西村 美輝 赤松 健也
水口中学 皇子山中学 栗東中学 １

北川 尚弥 岡田 祐太 石村 勇馬
中主中学 老上中学 朝桜中学

日下 悠 西村 亮甫 鎌田 千徳
唐崎中学 安土中学 栗東西中学

岩崎 聖 津田 洋樹 河内 裕亮
彦根JOY 皇子山中学 八幡西中学

石塚 駿 水野 旭 富永 将司
中主中学 甲西北中学 八日市ジュニア

川村 涼 落合 将伍 川津 良太
水口中学 近江兄弟社中学 栗東中学

川崎 舜悟 関 秀柾 川部 博愛
栗東西中学 甲西中学 皇子山中学

越村 渓大 安藤 大貴 水野 有稀
アミージュニア 栗東中学 甲西北中学

森川 遥平 井室 裕暉 渡邉 修士
水口中学 八幡西中学 栗東西中学 １

佐伯 克至 松山 正人 北川 寛貴 ２

唐崎中学 中主中学 安土中学

村谷 綾星 徳田 将之 長谷川 亮 １

老上中学 皇子山中学 近江兄弟社中学

西浦 大 小嶺 慧 山口 輝一
栗東西中学 水口中学 皇子山中学

木賀 健一郎 平田 竜生 中山 信希
老上中学 甲西北中学 大津ジュニア １

辻 寛 西村 恒平 岩田 直樹
中主中学 彦根JOY 栗東中学

辻丸 良輝 山田 悠貴 森村 一貴
山 卓 水口中学 近江兄弟社中学
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近畿選手権大会滋賀県予選会

平成２１年５月３日

草津市民体育館

１位 ２位 ３位 ４位

谷澤 沙也加 船瀬 沙帆 田中 葵 岩下 真百合 ｷ

彦根JOY 水口中学 皇子山中学 八幡西中学

的場 梨紗 音野 安里沙 三浦 彩音 １

伊吹山中学 近江兄弟社中学 栗東中学

吉田 菜央 諸頭 菜央 植西 梨紗

日吉中学 中主中学 甲西北中学

望月 菜摘 松岡 はな子 門野 美由紀 ｷ

甲西北中学 近江兄弟社中学 八日市ジュニア

志井 典子 深津 芙似 橋本 明寿香 ｷ

安土中学 甲西中学 中主中学 １

山田 裕佳 松島 春子 音川 蒔絵

朝桜中学 伊吹山中学 日吉中学

木村 瑞希 松山 奈々恵 寺村 歩

八幡西中学 日吉中学 水口中学

堀 麗華 徳永 桃里 大西 佳穂 ２

老上中学 唐崎中学 中主中学

西澤 萌 伴 明日香 福井 涼花 ｷ

湖東クラブスポ少 甲西北中学 近江兄弟社中学

北川 智沙生 三﨑 有希 脇西 汀

伊吹山中学 八幡西中学 甲西中学

川尻 彩也音 我子 早央里 伊藤 未波 ｷ ２

中主中学 栗東中学 水口中学

徳田 茜 清水 麻花央 中山 亜里沙 ｷ

湖東クラブスポ少 八幡西中学 甲西北中学

後藤 彩里 柳川 澪穂 井上 智佳 辻 幸美 １

日吉中学 甲西中学 近江兄弟社中学 平ジュニア

角野 和佳奈 北村 美央 木下 文乃

彦根JOY 近江兄弟社中学 皇子山中学

尾崎 楓 加嶋 瞳 谷崎 由実

伊吹山中学 八幡西中学 甲西北中学

本間 美希 広瀬 未来 西川 穂乃

日吉中学 中主中学 水口中学

小野 真里菜 吉田 さやか 市川 智恵

大津ジュニア 甲西北中学 皇子山中学

松浪 琴乃 岡崎 智香 大橋 朋実

伊吹山中学 甲西中学 八幡西中学 １

髙倉 愛実 荻野 真奈 時岡 怜加

中主中学 日吉中学 栗東中学

木内 優里 増田 絵莉菜 上野 はづき １

朝桜中学 甲西北中学 中主中学 １

小田 由貴 大東 百菜実 山田 美里 １

伊吹山中学 八幡西中学 安土中学

柿添 悠吏奈 鈴木 麻希 清水 千景

彦根JOY 水口中学 日吉中学

西澤 槙 中塚 伶美 西出 帆南美

湖東クラブスポ少 中主中学 水口中学

筒井 愛加 岡田 佳子 大塚 葵

伊吹山中学 八幡西中学 栗東西中学 １

中地 祐香里 小島 春香 菊地 沙那

平ジュニア 甲西中学 近江兄弟社中学
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カデット男子の部

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

綾井 太一

栗東西中学

辻丸 良輝

山 卓

川崎 舜悟

栗東西中学

家森 拓哉

朝桜中学

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

畑 俊介

唐崎中学

越村 渓大

アミージュニア

北川 尚弥

中主中学

田沢 遼

彦根JOY

カデット女子の部

決勝リーグ（１位～４位）

３－０ １

2 ０－３ ３－０ ３－０ ５ ２－１ ２

1 ３－０ ３－０ ３－０ ６

０－３ ４

4 ０－３ ０－３ ３－２ ４ １－２ ３

3 ０－３ ０－３ ２－３ ３

３－０ ５

2 ２－３ ３－２ ３－１ ５ ２－１ ６

1 ３－２ ３－０ ３－０ ６

０－３ ８

4 ０－３ ３－０ １－３ ４ １－２ ７

3 ２－３ ０－３ ０－３ ３

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

谷澤 沙也加

彦根JOY

中地 祐香里

平ジュニア

角野 和佳奈

彦根JOY

北川 智沙生

伊吹山中学

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

山田 裕佳

朝桜中学

柿添 悠吏奈

彦根JOY

髙倉 愛実

中主中学

徳田 茜

湖東クラブスポ少

３－０ １

2 ０－３ ０－３ ３－０ ４ １－２ ３

1 ３－０ ３－０ ３－０ ６

２－１ ２

4 ０－３ ０－３ ０－３ ３ ０－３ ４

3 ０－３ ３－０ ３－０ ５

１－２ ７

2 ３－２ ２－３ ３－０ ５ ２－１ ６

1 ２－３ １－３ ３－１ ４

３－０ ５

4 １－３ ０－３ ０－３ ３ ０－３ ８

3 ３－１ ３－２ ３－０ ６

カデット男子の部順位トーナメント（９位～16位）

古中 雄二 1 福本 紘代
水口中学 水口中学

村岸 洋亮 岩崎 聖
彦根JOY 彦根JOY

芦田 遥一郎 村谷 綾星３－０

カデット女子の部順位トーナメント（９位～16位）

吉田 菜央 本間 美希
日吉中学 日吉中学

望月 菜摘 小野 真里菜
甲西北中学 大津ジュニア

堀 麗華 木内 優里２－３

カデット男子の部順位トーナメント（９位～16位）

古中 雄二 1 福本 紘代
水口中学 水口中学

村岸 洋亮 岩崎 聖
彦根JOY 彦根JOY

芦田 遥一郎 村谷 綾星
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 老上中学

平川 省吾 西浦 大
老上中学 １ 1 栗東西中学

３－０

カデット女子の部順位トーナメント（９位～16位）

吉田 菜央 本間 美希
日吉中学 日吉中学

望月 菜摘 小野 真里菜
甲西北中学 大津ジュニア

堀 麗華 木内 優里
老上中学 朝桜中学

後藤 彩里 西澤 槙
日吉中学 湖東クラブスポ少

２－３


