
第10回びわこオープン卓球選手権大会

平成２２年９月２５日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位
藤田 一平 木下 陽裕 志井 晃平

福・卓愛レジェンド 大・ストレート 滋・八日市ジュニア

山脇 宏太 松田 束季 軒 駿佑

岡・平井スポーツ少年団 大・吉岡ＳＣ 三・和卓球クラブ

西 大二朗 山田 喜亮 松井 秀泰
滋・彦根J・O・Y 福・美山卓球スポ少 滋・ゴーイング草津

福井 彪巨 伊藤 海生 山本 大号

京・マゼスト小林 滋・彦根J・O・Y 兵・小浜クラブＪｒ 1

林中 和希 小泉 潤朗 竹田 寛典
滋・山 卓 福・美山卓球スポ少 愛・グロスファイブ

安藤 智拓 中野 鴻 小林 海斗

愛・米田道場 京・壱球倶楽部 滋・蒲生JSC

宇野 陽太郎 矢守 幸太 神尾 優介

福・美山卓球スポ少 滋・山 卓 滋・蒲生JSC

足立原 陸 石塚 颯太 小林 拓真
京・壱球倶楽部 大・ストレート 福・美山卓球スポ少

高森 玲欧 松宮 享平 橋本 康平

愛・米田道場 滋・彦根J・O・Y 大・吉岡ＳＣ

山脇 昇太 武藤 秀敏 森川 周
岡・平井スポーツ少年団 滋・蒲生JSC 大・吉岡ＳＣ

田辺 香貴 長澤 圭悟 松田 健斗

福・粟野南卓球スポ少 滋・彦根J・O・Y 愛・米田道場

武田 洸和 宮崎 大成 喜屋武 颯
滋・山 卓 福・美山卓球スポ少 岐・芝原クラブ

１位 ２位 ３位
小田 恭子 平田 梨花 綾井 怜

福・美山卓球スポ少 京・フレンズ 滋・マロンｼﾞｭﾆｱ

小笠原 瑞希 軒 佳鈴 藤川 望陽 2

滋・ゴーイング草津 三・和卓球クラブ 大・吉岡ＳＣ

宮崎 咲羽 宮部 侑梨子 尾崎 沙也加 1

福・美山卓球スポ少 大・ストレート 滋・蒲生JSC

中村 さくら 石倉 未優 安保 琴乃

滋・マロンｼﾞｭﾆｱ 福・美山卓球スポ少 兵・ウィンディＪ.Ｃ

豊田 美香 森山 久美 神尾 百香
兵・ウィンディＪ.Ｃ 京・マゼスト小林 滋・蒲生JSC

黒野 葵衣 斉藤 友美 西川 雛乃

愛・隼クラブ 福・卓愛レジェンド 滋・山 卓

榊原 未侑 村岡 紅 本井 明梨
兵・ウィンディＪ.Ｃ 滋・マロンｼﾞｭﾆｱ 京・田阪卓研 1

大久保 澪 三井田 美佳 左﨑 佑果 2

福・卓愛レジェンド 京・マゼスト小林 滋・蒲生JSC 1

井上 佳南 林中 優依 桶掛 美玖

福・美山卓球スポ少 滋・山 卓 大・ストレート

大友 菜々子 野尻 静流 福田 紫織
兵・ウィンディＪ.Ｃ 福・美山卓球スポ少 滋・ゴーイング草津 1

榮 凛香 橋本 小町 奥村 恵 2

福・美山卓球スポ少 大・吉岡ＳＣ 滋・ゴーイング草津

岩佐 綾花 山脇 ゆき 鈴木 祐子
福・美山卓球スポ少 岡・平井スポーツ少年団 滋・蒲生JSC 1

綾井 唯 宮部 菜津子 竹ノ内 花菜

滋・マロンｼﾞｭﾆｱ 大・ストレート 滋・蒲生JSC
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第10回びわこオープン卓球選手権大会
平成２２年９月２５日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
牧野 健太郎 宮田 尚斗 筑木 裕也 辻井 健太

愛・米田道場 滋・彦根J・O・Y 滋・朝桜中学 滋・伊吹山中学

入江 直人 田中 久登 増田 賢輝 1

滋・朝桜中学 滋・守山南中学 滋・伊吹山中学
島田 裕輝 小澤 有世 友廣 繁暉

滋・八日市ジュニア 滋・唐崎中学 滋・瀬田北中学
内門 優斗 吉村 悠太 西川 元就

大・ストレート 滋・老上中学 滋・朝桜中学
田村 稔 日下部 恭平 北川 ひかる

滋・打出中学 滋・大津ジュニア 滋・伊吹山中学 1

鎌田 恭明 深田 雄大 熊倉 寛晃 1

京・広野中学 滋・瀬田北中学 滋・朝桜中学
堀原 広大 岡田 郁也 鈴子 眞寿

滋・皇子山中学 滋・彦根J・O・Y 滋・日吉中学
澤 隼人 鶴長 晃司 坂東 文夫

滋・日吉中学 滋・守山南中学 滋・伊吹山中学

小川 昇悟 尾崎 弘樹 八木 嶺治
滋・八幡東中学 滋・朝桜中学 滋・山 卓

川俣 凌介 鍜治 雄大 西塚 恭平 1

滋・皇子山中学 京・マゼスト小林 滋・打出中学

笠原 拓哉 山中 寿規 西村 文也
大・ストレート 滋・瀬田北中学 滋・朝桜中学
安藤 隆裕 池田 滉登 中平 裕一朗

愛・米田道場 滋・伊吹山中学 滋・打出中学
吉村 圭祐 小菅 洋輔 山下 集

福・粟野南卓球スポ少 滋・八日市ジュニア 滋・日吉中学

越村 渓大 藤林 治基 原 直輝
滋・アミークラブ 滋・朝桜中学 滋・皇子山中学 1

村岸 洋亮 村田 祥太 日時 脩 ２

滋・彦根J・O・Y 滋・唐崎中学 滋・伊吹山中学
松崎 竜我 杉田 海舟 岡 勝利

愛・米田道場 兵・ウィンディＪ.Ｃ 滋・朝桜中学
中山 信希 井川 勇樹 仲谷 大輝

滋・大津ジュニア 滋・八幡東中学 滋・伊吹山中学

林 直喜 清水 凌平 牧 立朗
滋・老上中学 滋・打出中学 滋・朝桜中学 2
加藤 未有 植田 達史 田上 湧也

滋・Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 滋・瀬田北中学 滋・守山南中学

山本 飛鳥 日野 達哉 石井 和杜 1

大・ストレート 滋・唐崎中学 滋・朝桜中学

山出 昌俊 山田 泰誠 堀江 諒太郎
滋・八幡東中学 滋・日吉中学 滋・朝桜中学
山本 孝麿 冨田 泰弘 池宮 正顕

滋・老上中学 滋・瀬田北中学 滋・伊吹山中学
中窪 康喜 安田 亮太郎 堀江 拓海

愛・米田道場 滋・八日市ジュニア 滋・伊吹山中学
冨岡 昌平 小谷 健太 森本 遼平 2

滋・大津ジュニア 滋・朝桜中学 滋・打出中学
三方 邑斗 藤井 恭幸 的場 治樹

兵・ウィンディＪ.Ｃ 滋・皇子山中学 滋・伊吹山中学

阿部 直也 清水 優也 大角 紘基
滋・打出中学 滋・日吉中学 滋・朝桜中学 2

今井 捷智 矢川 玄 大谷 修一 ２

滋・守山南中学 滋・朝桜中学 滋・瀬田北中学
岩崎 聖 山添 義樹 古田 瑛人

滋・彦根J・O・Y 滋・八日市ジュニア 滋・伊吹山中学
田辺 拓登 伊藤 太祐 藤原 拓夢

福・粟野南卓球スポ少 滋・皇子山中学 滋・日吉中学 １

中山 剛 井上 昴俊 大橋 卯香
滋・瀬田北中学 滋・八幡東中学 滋・朝桜中学 ２
木村 光樹 小林 洋瑛 松井 友希

愛・米田道場 滋・打出中学 滋・伊吹山中学

御手洗 健斗 福永 直人 深水 琢磨
滋・皇子山中学 滋・朝桜中学 滋・守山南中学 1
今井 優作 今村 健太郎 林 知輝

滋・山 卓 滋・打出中学 滋・伊吹山中学 ２

藤岡 輝一 高木 長 寺坂 健哉
滋・彦根J・O・Y 滋・八日市ジュニア 滋・朝桜中学 1

清水 朋貴 足立 康平 上津 陽良
滋・Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 滋・老上中学 滋・伊吹山中学 1

梶 裕真 奥山 幹太 町釋 真
滋・瀬田北中学 滋・大津ジュニア 滋・朝桜中学 1
佐伯 克至 八田 将史 奥村 海斗 中西 遼太郎

滋・唐崎中学 滋・八幡東中学 滋・朝桜中学 滋・伊吹山中学
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第10回びわこオープン卓球選手権大会

平成２２年９月２５日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

長谷川 楓子 丸山 舞 鈴鹿 舞

大・吉岡ＳＣ 滋・守山南中学 滋・日吉中学

大森 遥 大西 瑚々那 小濱 瑞姫

滋・今津暁卓球 愛・グロスファイブ 滋・日吉中学

加藤 未央 上野 夏鈴 西田 結女 1 2

滋・Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 滋・守山南中学 滋・朝桜中学

山田 佳奈 田中 美帆 山本 カミル

福・美山卓球スポ少 滋・唐崎中学 滋・日吉中学

徳田 茜 菊地 可南子 三崎 真依

滋・湖東クラブスポ少 滋・日吉中学 滋・守山南中学

加藤 万友佳 佐久間 瑞季 向井 真由美

愛・グロスファイブ 滋・日吉中学 滋・朝桜中学

牧野 美穂 高林 亜由那 高見 みすず

愛・米田道場 滋・日吉中学 滋・守山南中学

竹田 彩乃 采野 美咲 辻 茉里奈 1

愛・グロスファイブ 滋・今津暁卓球 滋・日吉中学

堀 麗華 寺田 実穂里 山口 彩夏

滋・老上中学 滋・守山南中学 滋・日吉中学

江原 真由 杉江 保乃圭 綾部 藍巳

愛・米田道場 滋・守山南中学 滋・日吉中学 1

上四元 晴香 中田 有梨朱 村田 幸子 2

滋・日吉中学 滋・唐崎中学 滋・朝桜中学

出蔵 こずえ 水守 風花 水野 なぎ沙

福・美山卓球スポ少 愛・グロスファイブ 滋・唐崎中学

廣間 結香 田中 萌子 寺井 愛

滋・Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 滋・日吉中学 滋・守山南中学

藤原 千洋 阿部 のぞみ 末永 史佳

滋・今津暁卓球 滋・日吉中学 大・吉岡ＳＣ

大友 ゆり子 本間 有紀 村上 知里 2

兵・ウィンディＪ.Ｃ 滋・日吉中学 滋・守山南中学

立岡 唯 早川 実奈 浅野 茉那美

滋・マロンｼﾞｭﾆｱ 滋・今津暁卓球 滋・日吉中学

大岩 咲南 川端 久美子 奥村 波奈

愛・米田道場 滋・唐崎中学 滋・朝桜中学

高田 萌衣 山本 葵 曽和 聖香

滋・守山南中学 滋・日吉中学 滋・唐崎中学

西澤 槙 妻木 望夏 上野 朝美 白木 可南子

滋・湖東クラブスポ少 愛・グロスファイブ 滋・日吉中学 滋・守山南中学 1
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１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

明石 松森 森 畑 西川 福澤

滋・草津東高 滋・八幡高 滋・長浜北高 滋・大津商業高 滋・膳所高 滋・甲西高

水野 山口 大倉 2 髙山 加藤 竹下

滋・膳所高 滋・高島高 滋・彦根東高 滋・虎姫高 滋・瀬田工業高 滋・東大津高

関谷 田邊 伊藤 1 1 清水 北川 工藤

滋・甲西高 滋・近江高 滋・東大津高 滋・ｱﾐｰｸﾗﾌﾞ 滋・彦根東高 滋・甲西高

岸下 松尾 桒原 1 武馬 笠原 奥原

滋・虎姫高 福・敦賀工高 滋・堅田高 1 愛・菊里高 滋・長浜北高 滋・草津東高

山村 福島 横幕 高橋 窪田 丸岡健

滋・近江高 滋・甲西高 滋・伊香高 滋・膳所高 滋・東大津高 滋・伊香高

藤田 古川 船田 1 清原 連藤 栗元

滋・瀬田工業高 滋・彦根東高 滋・彦根工高 京・西城陽高 滋・彦根東高 滋・堅田高

岡野 東 中川 楠谷 佐々木 門野

滋・東大津高 滋・大津商業高 滋・長浜北高 2 滋・近江高 滋・彦根工高 滋・八幡高

山川 大野 宮本 杉本翔 田保 杉野

滋・草津東高 滋・彦根東高 滋・瀬田工業高 １ 滋・甲西高 福・敦賀工高 滋・伊香高

藤座 鷲尾 中園 雪谷 西澤 吉川

滋・甲西高 滋・大津商業高 滋・東大津高 1 滋・甲西高 滋・八幡高 滋・瀬田工業高

田川 太田 高山 2 伊吹 前田 甲斐史

滋・膳所高 京・西城陽高 滋・八幡高 滋・近江高 滋・東大津高 滋・大津商業高

吉田 福埜 山内 芳野 磯野 阿部

滋・長浜北高 京・城陽高 滋・膳所高 滋・彦根東高 滋・高島高 滋・長浜北高

足立 宗田 三宅 2 河野 冷川 石原

滋・東大津高 滋・草津東高 滋・彦根東高 1 滋・彦根東高 京・城陽高 滋・東大津高

田村 井上 田口 杉浦 高谷 丸本

滋・近江高 滋・甲西高 滋・瀬田工業高 1 滋・膳所高 滋・甲西高 滋・近江高

松田 杉本将 迫田 ２ 松田 片山 中村

滋・瀬田工業高 滋・甲西高 滋・Crossover 滋・草津東高 滋・長浜北高 滋・彦根東高

藤田 丸岡吉 樋口 松永 原 白子

滋・大津商業高 滋・伊香高 滋・甲西高 1 福・敦賀工高 滋・膳所高 滋・大津商業高

藤村 清水 船山 三十日 横田 本田

滋・八幡高 滋・彦根東高 滋・東大津高 2 １ 滋・彦根東高 滋・長浜北高 滋・東大津高

井口 山本 河村 神田 望月 伊吹

滋・草津東高 京・西城陽高 滋・堅田高 1 滋・八幡高 滋・甲西高 滋・伊香高

神田 宗友 浅田 1 谷村 小林 植村

滋・膳所高 滋・長浜北高 滋・虎姫高 1 滋・近江高 滋・彦根東高 京・西城陽高

鳥原 冨江 戸井 1 望月 池見 伊藤

滋・甲西高 滋・東大津高 滋・彦根東高 滋・東大津高 滋・膳所高 滋・瀬田工業高

坂廼辺 豊留 横井 綾井 田村 玉置

愛・熱田高 滋・近江高 滋・八幡高 滋・Crossover 滋・草津東高 滋・甲西高

水守 森岡 堀井 １ 内藤 松村 大谷

愛・菊里高 滋・草津東高 滋・大津商業高 滋・草津東高 滋・長浜北高 滋・虎姫高

勝野 荒堀 山本 藤野 松永 谷口

福・敦賀工高 滋・彦根工高 滋・彦根東高 1 2 滋・彦根東高 滋・瀬田工業高 滋・伊香高

田山 深尾 川上 竹林 上田 国領

滋・膳所高 滋・甲西高 滋・長浜北高 滋・膳所高 滋・東大津高 滋・彦根工高

辻 本郷 嶋田 松本 舘 上出

滋・高島高 滋・瀬田工業高 京・城陽高 滋・八幡高 滋・甲西高 滋・山卓

新庄 日足 中谷 2 加藤 中島 鹿取

滋・東大津高 滋・彦根東高 滋・伊香高 滋・東大津高 滋・甲西高 滋・長浜北高

石田 富長 本間 松崎 森口 多胡

滋・甲西高 滋・八幡高 滋・瀬田工業高 滋・彦根東高 滋・大津商業高 滋・瀬田工業高

森 松田 甲斐達 １ 福永 金澤 水田

滋・近江高 滋・膳所高 滋・大津商業高 滋・近江高 滋・草津東高 滋・膳所高

52

53

54

２－３

46

47

48

49

50

51

40

41

42

43

44

45

34

35

36

37

38

39

28

29

30

31

32

33

1

2

5

6

3

4

9

10

7

8

11

12

13

16

14

15

19

20

17

18

23

24

21

22

27

高校生以下男子の部

25

26



第10回びわこオープン卓球選手権大会

平成２２年９月２５日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

野原 坂 志井 二森

滋・滋賀学園高 滋・甲西高 滋・八日市ｸﾗﾌﾞ 滋・彦根東高

山中 前田 高橋

滋・草津東高 滋・甲西高 滋・長浜北高

大場 村松 柴谷 ２

滋・滋賀学園高 滋・八幡高 滋・近江高

菅嶋 中村 坂

滋・大津商業高 滋・甲西高 滋・八幡高

山口 片平 中村

滋・滋賀学園高 滋・草津東高 滋・膳所高 １

草野 畑仲 石井

滋・滋賀学園高 滋・近江高 滋・朽木中

湧口 塚本 吉田

滋・長浜北高 滋・草津東高 滋・甲西高

野村 加藤 村木

滋・滋賀学園高 滋・堅田高 滋・八幡高

松山 中村 中尾

滋・草津東高 滋・八幡高 滋・長浜北高

西 宮本 杉本

滋・滋賀学園高 滋・彦根東高 滋・甲西高 1

北島 村瀬 山藤

滋・滋賀学園高 滋・甲西高 滋・膳所高

鷲見 小菅 清水

滋・滋賀学園高 滋・八幡高 滋・甲西高

濱田 松本 猪上 2

滋・草津東高 滋・大津商業高 滋・彦根東高

久保 藤居 栗林 1 ２

滋・滋賀学園高 滋・長浜北高 滋・甲西高

前川 土井 中村

滋・滋賀学園高 滋・膳所高 滋・草津東高

松浦 池田 渡部

滋・草津東高 滋・甲西高 滋・八幡高

松田 横田 東根

滋・滋賀学園高 滋・長浜北高 滋・八幡高

青山 中地 長谷川

滋・河瀬高 滋・草津東高 滋・甲西高

寺村 北田 福原

滋・草津東高 滋・甲西高 滋・八幡高

松山 井上 林

滋・膳所高 滋・滋賀学園高 滋・近江高

朝戸 常喜 三浦 田辺

滋・滋賀学園高 滋・彦根東高 滋・甲西高 滋・長浜北高
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