
滋賀県秋季卓球大会

平成２１年１０月１０日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

横山・木戸 奥山・加藤 山出・井上

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ・個人 瀬田卓好会 八幡東中学 ２

浜口・岡谷 稲・大野 辻和・木下

草津マスターズ 湖西卓研 高島クラブ ２

樫原・小川 山部・山岡 片山・阪口 １

八日市クラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 八幡東中学

田中・松原 村田・伊藤 池田・新木

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 八幡東中学

梅原・長田 辻悠・磯野 野田・木下 ０

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 高島クラブ 八幡東中学 ０

巽・高谷 山田・泉 村地・小川

東レ滋賀 草津マスターズ 八幡東中学

山下・竹内 福永・松宮 三谷・立岡 ０ ２

甲賀卓友会 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ マロンクラブ

平野・桂田 津田・成瀬 堀・井川

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 草津マスターズ 八幡東中学

増田・朝倉 青山・嶋田 大森・福山

甲南ワークス 河瀬高校 ＧＲＯＷＩＮＧ

桑門・寺村 上田・武笠 河埜・松井

彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ ＧＲＯＷＩＮＧ 平クラブ １
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一般・高校女子ダブルスの部
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一般・高校男子ダブルスの部



滋賀県秋季卓球大会

平成２１年１０月１０日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

平野 泰幸 津田 稔 木下 正登 １

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 草津マスターズ 高島クラブ

伊藤 智 福永 利勝凡 松本 泰
Ｐ’ｓクラブ 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

山部 郷史 西村 隆宏 大萱 有紀
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 八日市クラブ 個 人 １

横山 紀行 村田 敦 磯部 隼人
ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 八日市クラブ １

浜口 雄二 山岡 和也 立岡 司
草津マスターズ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ マロンクラブ ２

松原 拓 巽 規行 野崎 千代志
ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 東レ滋賀 平クラブ

田中 英樹 高谷 清彦 三栖 克明
ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 東レ滋賀 甲賀卓友会 １

松宮 悠真 岡谷 潤一 三谷 拓矢
彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 草津マスターズ マロンクラブ

樫原 浩之 梅原 健史 奥山 章文
八日市クラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 瀬田卓好会

桂田 憲二 大野 篤志 成瀬 恵寛 １

ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 湖西卓研 草津マスターズ

大村 徹 長田 光史 谷口 千仁
甲南ワークス Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 東レ滋賀 １

木戸 伸行 伊東 元歌 辻 和彦
個 人 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 高島クラブ １

１位 ２位 ３位 ４位

松本 侑子 桑門 梨央 大場 若菜
ｅｖｅｒ ｆｒｅｅ 彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 大津ジュニア

寺村 萌 松井 佐知子 日野 五代 １

彦根Ｊ･Ｏ･Ｙ 平クラブ 高島クラブ

青山 静華 西 杏由梨 久保 友里恵 ２

河瀬高校 蒲生ＪＳＣ 大津ジュニア

山下 秀文 武田 善男 山本 久夫 広道 勝
甲賀卓友会 瀬田卓好会 ＧＲＯＷＩＮＧ 草津マスターズ １

山田 民幸 朝田 孝明 岩谷 康州
草津マスターズ 湖西卓研 八日市クラブ ２

磯野 正紀 竹内 利光 大井 英司
高島クラブ 甲賀卓友会 瀬田卓好会

稲 満 泉 正樹 加藤 久隆 臼杵 義夫
湖西卓研 草津マスターズ 瀬田卓好会 ＧＲＯＷＩＮＧ

浜瀬 とし子 朝倉 政子 河埜 初子 上田 良子
個 人 甲南ワークス 平クラブ ＧＲＯＷＩＮＧ

増田 綾子 武笠 清美 山田 葉子 臼杵 照代
甲南ワークス ＧＲＯＷＩＮＧ 草津マスターズ ＧＲＯＷＩＮＧ ２
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マスターズ女子シングルスの部

一般・高校男子シングルスの部
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マスターズ男子シングルスの部
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滋賀県秋季卓球大会

平成２１年１０月１０日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

野田 良介 西村 亮甫 安田 大斗 三宅 昇市 1

八幡東中学 安土中学 安土中学 唐崎中学

堀 真人 岸本 拓也 中澤 大輝

八幡東中学 唐崎中学 安土中学

辻 悠斗 井川 勇樹 伊藤 大瑛 1

高島クラブ 八幡東中学 安土中学

木下 裕登 中江 正人 小澤 孝誌 井上 昂俊

八幡東中学 安土中学 唐崎中学 八幡東中学

新木 爽也 日野 優人 森野 大地 今井 智也

八幡東中学 高島クラブ 安土中学 唐崎中学

池田 静也 北川 寛貴 小川 昇悟 伊東 陽生

八幡東中学 安土中学 八幡東中学 唐崎中学

村地 健太郎 黒木 冬威 竹田 諒 広瀬 楓

八幡東中学 安土中学 安土中学 唐崎中学 1

阪口 大樹 石田 良哉 秋井 哲輔 山出 昌俊 1

八幡東中学 安土中学 唐崎中学 八幡東中学

磯野 正 片山 憲 宮地 勝基 小崎 雄大

高島クラブ 八幡東中学 安土中学 唐崎中学

中学以下男子シングルスの部
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