
一般男子シングルスの部

１位 ２位 ３位

魚木 範夫 住田 拓人 藤井 カツキ 2

ｅｖｅｒｆｒｅｅ 滋賀大学 甲南ワークス １

勝部 遥介 山部 郷史 川嶋 元気

滋賀大学 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ＤＥＬＩＧＨＴ

中島 亮 木田 裕也 中西 義信

滋賀大学 八日市クラブ ＤＥＬＩＧＨＴ

松田 諭 岡谷 潤一 高尾 和樹

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 草津マスターズ 滋賀大学

尾田 耀平 母利 大地 植野 裕也

草津東高校 Ｐ’ｓクラブ 甲賀卓友会

西田 光里 加藤 匠 津田 稔

ロイヤルクラブ 滋賀大学 草津マスターズ

山田 拓也 木村 俊貴 平野 貴俊

ｅｖｅｒｆｒｅｅ Ｐ’ｓクラブ 滋賀大学

旭 崇志 長田 光史 北川 健一

甲西高校 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ＤＥＬＩＧＨＴ ２

伊倉 悠太 伊藤 智 三栖 克明 ２

野洲クラブ Ｐ’ｓクラブ 甲賀卓友会 ２

結城 哲央 森岡 広樹 西田 武久

滋賀大学 ＤＥＬＩＧＨＴ ｅｖｅｒｆｒｅｅ １

浅里 亮太 村田 敦 谷脇 浩紀 １

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 彦根ＪＯＹ 滋賀大学

3位決定戦 順位決定戦（５位～８位） ７位決定戦

順位決定戦（9位～11位）

一般女子シングルスの部
１位 ２位 ３位 ４位

陶 聡 小嶋 理恵 松本 侑子 澤村 由香

ロイヤルクラブ 甲賀卓友会 ｅｖｅｒｆｒｅｅ 八日市クラブ

伊藤 さゆり 宮崎 優子 辻 由希

滋賀大学 ロイヤルクラブ 甲賀卓友会

郡山 亜美 藤井 千帆 明石 愛

ロイヤルクラブ ロイヤルクラブ 滋賀大学

木内 彩子 古川 香里 小西 由佳 森野 結伎

ロイヤルクラブ 安曇川高職員 八日市クラブ 甲賀卓友会

10

11

1

4

3

2

8

6

9

7

2

1

5

4

3

3位決定戦
伊藤 さゆり
滋賀大学

木内 彩子
ロイヤルクラブ

7位決定戦
小嶋 理恵
甲賀卓友会

古川 香里
安曇川高職員

予選２位順位戦（４位～8位）

小嶋 理恵 松本 侑子
甲賀卓友会 ｅｖｅｒｆｒｅｅ

宮崎 優子 辻 由希
ロイヤルクラブ 甲賀卓友会

藤井 千帆 明石 愛
ロイヤルクラブ 滋賀大学

古川 香里 小西 由佳
安曇川高職員 八日市クラブ

4組
２位

4組
３位

１組
２位

１組
３位

３組
２位

予選３位順位戦（9位～12位）

３組
３位

２組
２位

２組
３位

中島 亮
滋賀大学

浅里 亮太
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

勝部 遥介 1
滋賀大学

旭 崇志
甲西高校
結城 哲央
滋賀大学

魚木 範夫 2
ｅｖｅｒｆｒｅｅ

松田 諭
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

山田 拓也
ｅｖｅｒｆｒｅｅ

2
伊倉 悠太
野洲クラブ 2

魚木 伊倉



近畿選手権大会滋賀県予選会

草津市総合体育館

３０歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

山本 慶 小澤 智也 成瀬 恵寛 中道 寿宏 ２

ｅｖｅｒｆｒｅｅ フィオーレ 草津マスターズ 八日市クラブ ２

友野 晃三 武市 崇司 髙山 康弘

Ｓｏｎｉｃ 彦卓会 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

南口 知秀 浜口 雄二 本郷 大

Ｓｏｎｉｃ 草津マスターズ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

田中 英樹 小川 一善 山岡 和也 平井 正直

ｅｖｅｒｆｒｅｅ 八日市クラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 草津マスターズ

３０歳代女子シングルスの部 決勝リーグ

１位 ２位 ３位 ４位

大島 美雪 森中 千恵美 中島 利恵 前田 恵子

あすなろクラブ 草津クラブ 八日市クラブ 草津卓愛会

４０歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位
西村 秀幸 笹木 徳行 加治屋 誠 田中 浩

高島クラブ Ｎｏｒｔｈ Ｌａｋｅ マロンクラブ 中主ＴＴＣ

森 裕二 中川 智弘 奥山 章文 ２

野洲クラブ 中主ＴＴＣ 瀬田卓好会

山内 篤 長尾 正治 大萱 有紀

ロイヤルクラブ 栗東ドリーム 個人

掘田 修身 亀井 俊和 道廣 雄三

ｅｖｅｒｆｒｅｅ 草津クラブ ロイヤルクラブ

手原 義己 金谷 敏春 森中 広志

彦卓会 野洲クラブ 中主ＴＴＣ

松田 秀樹 堀 真一郎 西村 広和 ２

Ｎｏｒｔｈ Ｌａｋｅ ロイヤルクラブ 中主ＴＴＣ

3

平成22年5月1日

4

5

6

1

2

3

4

1

1

2

予選２位順位戦（7位～12位） 3位決定戦 5位決定戦
笹木 徳行 西村 秀幸 森 裕二

Ｎｏｒｔｈ Ｌａｋｅ 高島クラブ 野洲クラブ

中川 智弘 松田 秀樹 掘田 修身
中主ＴＴＣ Ｎｏｒｔｈ Ｌａｋｅ ｅｖｅｒｆｒｅｅ

長尾 正治 1
栗東ドリーム

亀井 俊和 9位決定戦 11位決定戦

草津クラブ 1

金谷 敏春 中川 智弘 長尾 正治 1
野洲クラブ 中主ＴＴＣ 栗東ドリーム

堀 真一郎 ｷ 金谷 敏春 亀井 俊和
ロイヤルクラブ 野洲クラブ 2 草津クラブ

4組
２位

4組
２位

4組
２位

１組
２位

３組
２位

２組
２位

予選２位順位戦（４位～8位） 予選３位順位戦（９位～12位） 3位決定戦

小澤 智也 成瀬 恵寛 山本 慶
フィオーレ 草津マスターズ ｅｖｅｒｆｒｅｅ

2

武市 崇司 髙山 康弘 田中 英樹
彦卓会 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ｅｖｅｒｆｒｅｅ ｷ

7位決定戦

浜口 雄二 本郷 大 2 武市 崇司
草津マスターズ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 彦卓会

小川 一善 山岡 和也 小川 一善
八日市クラブ Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 八日市クラブ ｷ

３組
3位

4組
3位

１組
3位

2組
3位

３組
２位

4組
２位

１組
２位

２組
２位



４０歳代女子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位
石橋 淳子 赤石 弘美 亀井 由紀子 馬場 良子

甲賀卓友会 草津マスターズ 草津クラブ G RO W IN G

中村 良子 外越 聡美 中山 郁

平クラブ 野洲クラブ ｅｖｅｒｆｒｅｅ

山本 裕恵 片山 久子 杉井 恵美 ２

草津マスターズ 栗東ドリーム 草津卓愛会

飴山 美由紀 船山 美由貴 小寺 利美 松井 佐知子

ｅｖｅｒｆｒｅｅ 仰木の里クラブ 草津クラブ 平クラブ

５０歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位

樋口 栄一 泉 正樹 中島 壽直

彦卓会 草津マスターズ マロンクラブ

金島 博之 加藤 忠弘 北村 弘文

関西アーバン銀行 彦卓会 近江クラブ

北川 達男 田中 靖雄 広道 勝

彦卓会 湖西卓研 草津マスターズ

山下 秀文 朝田 孝明 加藤 日出海 １

甲賀卓友会 湖西卓研 草津マスターズ

５０歳代女子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

増田 綾子 窪田 優子 結城 和子 百木 邦子 ２

甲南ワークス 草津マスターズ 草津クラブ 瀬田卓好会

作永 里美 池田 貴代 河埜 初子

野洲クラブ 草津クローバー 草津マスターズ

松村 絹子 朝倉 政子 大島 道子

草津マスターズ 甲南ワークス たちばなクラブ

泉 由里子 武笠 清美 浅井 桂子 田尻 美智子 ２

草津マスターズ G RO W IN G 平クラブ 草津クローバー

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

予選２位順位戦（４位～8位） 予選３位順位戦（９位～12位） 3位決定戦

赤石 弘美 亀井 由紀子 ２ 中村 良子

草津マスターズ 草津クラブ 平クラブ

外越 聡美 中山 郁 山本 裕恵

野洲クラブ ｅｖｅｒｆｒｅｅ 草津マスターズ
7位決定戦

片山 久子 杉井 恵美 赤石 弘美 １
栗東ドリーム 草津卓愛会 草津マスターズ

船山 美由貴 小寺 利美 片山 久子

仰木の里クラブ 草津クラブ 栗東ドリーム

２組２位

１組２位 １組3位

2組3位

３組3位

4組3位

３組２位

4組２位

予選２位順位戦（４位～8位） 予選３位順位戦（９位～12位） 3位決定戦
窪田 優子 結城 和子 増田 綾子

草津マスターズ 草津クラブ １ 甲南ワークス

池田 貴代 河埜 初子 松村 絹子

草津クローバー 1 草津マスターズ 草津マスターズ １
7位決定戦

朝倉 政子 2 大島 道子 池田 貴代

甲南ワークス たちばなクラブ 草津クローバー

武笠 清美 浅井 桂子 朝倉 政子

G RO W IN G 平クラブ 甲南ワークス ２

２組２位 2組3位

３組２位

4組２位 4組3位

１組3位

３組3位

１組２位

予選２位順位戦（４位～8位） 予選３位順位戦（９位～12位） 3位決定戦
泉 正樹 中島 壽直 樋口 栄一

草津マスターズ ２ マロンクラブ 彦卓会

加藤 忠弘 北村 弘文 山下 秀文

彦卓会 近江クラブ 甲賀卓友会
7位決定戦

田中 靖雄 1 広道 勝 泉 正樹

湖西卓研 草津マスターズ 草津マスターズ

朝田 孝明 加藤 日出海 田中 靖雄

湖西卓研 草津マスターズ 湖西卓研

２組２位 2組3位

３組２位

１組２位 １組3位

4組２位 4組3位

３組3位



近畿選手権大会滋賀県予選会

平成２２年５月１日

草津市民体育館

６０歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

山本 和則 田藤 和夫 山田 民幸 篠原 増雄

野洲クラブ 彦卓会 草津マスターズ 八日市クラブ

浅里 信秀 稲 満 石田 正春 蔭山 富郎
びわこ 湖西卓研 八日市クラブ 紫陽花 ２

６０歳代女子シングルスの部

６５歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

髙仁 光信 竹内 利光 大井 英司 川波 正泰

草津マスターズ 甲賀卓友会 瀬田卓好会 栗東卓愛会

川合 忠信 中田 吉弘 倉橋 満 小倉 正己

近江クラブ 瀬田卓好会 八日市クラブ 甲南ワークス

６５歳代女子シングルスの部

1

2

1

2

田藤 和夫 ２ 山田 民幸 篠原 増雄 1

彦卓会 草津マスターズ 八日市クラブ

稲 満 石田 正春 蔭山 富郎
湖西卓研 八日市クラブ 紫陽花

１組
３位

２組
３位

２組
２位

１組
２位

予選２位順位戦（3位～4位） 予選4位順位戦（7位～8位）

１組
4位

２組
4位

予選３位順位戦（5位～6位）

決勝リーグ（１位～５位）

№ なまえ 1 2 3 4 5 得点 勝/負 順位

古味 真知子

湖西卓研

大野 怜子

守山蛍友会

山田 富子

草津マスターズ

北川 ユリ子

野洲クラブ

上田 良子

G RO W IN G
０／４ ５

３－０

３－０

２－３

０－３

７ ３／１

０－３ ４

3 ０－３ ０－３

２

5 ０－３ ０－３

1 ３－０ ３－０ ３－０ ８ ４／０ １

2 ０－３ ３－０ ３－０

３－０ ５ １／３ ４

２／２ ３4 ０－３ ０－３ ３－２ ３－０ ６

決勝リーグ（１位～４位）
№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

国枝 乙美
瀬田卓好会

上田 典子
野洲クラブ

田藤 理恵子
彦卓会

池田 美智子
紫陽花

０／２ ３

4

3 ２－３ ０－３ ２

１

2 ２－３ ３－０ ３ １／１ ２

３－２ ３－２ ４ ２／０1

竹内 利光 大井 英司 川波 正泰 ｷ
甲賀卓友会 瀬田卓好会 栗東卓愛会

中田 吉弘 倉橋 満 小倉 正己
瀬田卓好会 2 八日市クラブ 甲南ワークス

２組
２位

２組
３位

２組
4位

予選２位順位戦（3位～4位）予選３位順位戦（5位～6位） 予選4位順位戦（7位～8位）

１組
２位

１組
３位

１組
4位



近畿選手権大会滋賀県予選会

草津市民体育館

７０歳代男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

武田 善男 宮上 正 鴻上 宗一郎 木村 雅裕

瀬田卓好会 湖西卓研 甲賀卓友会 八日市クラブ

入江 精美 岡田 勝一 岸上 秀夫 安井 寿

今津暁卓球 紫陽花 瀬田卓好会 八日市クラブ

７０歳代女子シングルスの部

７５歳代男子シングルスの部

７５歳代女子シングルスの部 優勝 山中 安子（紫陽花）

平成22年5月1日

1

2

宮上 正 鴻上 宗一郎 木村 雅裕
湖西卓研 甲賀卓友会 八日市クラブ

岡田 勝一 岸上 秀夫 安井 寿
紫陽花 瀬田卓好会 八日市クラブ

予選２位順位戦（3位～4位）予選３位順位戦（5位～6位） 予選4位順位戦（7位～8位）

１組
２位

１組
３位

１組
4位

２組
２位

２組
３位

２組
4位

№ なまえ 1 2 3 4 5 6 勝点 勝/負 順位

林 俊子

紫陽花

北島 和代

個人

中神 美代子

瀬田卓好会

中野 洋子

たちばなクラブ

藤居 和子

たちばなクラブ

田村 アケミ

城南クラブ
6 ０－３ １－３ ０－３ ６

３－２ ８ ３／２ ４

０－３ ２－３

３－０ ８ ３／２ ２

５ ０／５

5 ３－１ ３－１ ０－３ ０－３

１

4 ３－０ １－３ ０－３ ３－０

３

3 ３－０ ３－１ ３－０ ３－０ ３－０ １０ ５／０

５

2 ３－０ １－３ ３－１ １－３ ３－１ ８ ３／２

０－３ ０－３ ０－３ １－３ ３－０ ６ １／４1

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

植村 繁一

草津マスターズ

中村 忠良

ﾛｲﾔﾙクラブ

宇野 嘉郎

八日市クラブ

山中 安子

紫陽花
女子７５歳優勝

０／２ ３

4 ０－３ ３－２ ０－３

3 ０－３ ０－３ ３－０ ２

２／０３－０ ３－０ ３－０ １

１／１ ２2 ０－３ ３－０ ２－３ ３

1 ４



平成２２年５月１日（日）

高校３年生男子の部 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位
前田 卓哉 千代 真照 竹村 大地

東大津高校 石山高校 甲西高校

岩本 庄平 塩田 雄大 福田 英希 １

瀬田工業高校 甲西高校 高島高校

山田 健人 北川 一利 石居 純也 １

大津商業高校 彦根工業高校 近江兄弟社高校

影山 知季 岩﨑 瞬 西田 翔太

水口東高校 彦根工業高校 瀬田工業高校

佐々木 健二 山元 陸 松本 鯉太郎

甲西高校 大津高校 近江兄弟社高校

片岡 義貴 大谷 星冶 吉田 勝利

彦根工業高校 高島高校 東大津高校

松岡 裕介 山田 章文 吉岡 貴之

水口東高校 八幡高校 瀬田工業高校 １

平井 隼人 加賀美 佳也 西田 智也

甲西高校 近江兄弟社高校 東大津高校

村岡 良幸 東 大成 津田 彰宏 １

瀬田工業高校 大津高校 甲南高校

杉本 翔太郎 梅本 昌弥 長束 大樹

瀬田工業高校 甲南高校 彦根工業高校

小林 達矢 島田 貴也 福坂 稔彦

彦根工業高校 水口東高校 近江兄弟社高校

石田 典志 髙田 直東 鳥元 和輝

甲西高校 石山高校 大津高校 １

岡村 尚也 遠藤 健作 工藤 巧 １

八幡高校 東大津高校 彦根工業高校

大治 雅史 横田 和也 本田 真

甲西高校 瀬田工業高校 近江兄弟社高校

田辺 健 福井 拓磨 大石 圭祐 １

彦根工業高校 東大津高校 大津商業高校

黒川 裕司 麻生 ミツオ 田川 貴洋

近江兄弟社高校 瀬田工業高校 甲南高校

中村 伊央馬 四方 洵 福泉 照夫 ２

甲西高校 瀬田工業高校 八幡高校

高木 樹 廣田 昌洋 上野 剛宏

高島高校 水口東高校 大津商業高校

中村 祐太 本郷 正 井上 貴仁

東大津高校 瀬田工業高校 大津高校
19

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

近畿卓球選手権大会滋賀県予選

1

2

3

決勝リーグ（１位～４位） 決勝リーグ（５位～８位）
前田 卓哉 中村 祐太 杉本 翔太郎 片岡 義貴 佐々木 健二 黒川 裕司 大治 雅史 村岡 良幸

東大津高校 東大津高校 瀬田工業高校 彦根工業高校 甲西高校 近江兄弟社高校 甲西高校 瀬田工業高校

前田 卓哉 佐々木 健二

東大津高校 甲西高校

中村 祐太 黒川 裕司

東大津高校 近江兄弟社高校

杉本 翔太郎 大治 雅史

瀬田工業高校 甲西高校

片岡 義貴 村岡 良幸

彦根工業高校 瀬田工業高校
３－１ ３－１ ５

３－２ １－３ ６

３－１ ０－３ ３－２ ３ ３－０

２－３ １－３ ７

３－２ ３－１ ２－３ ２ ３－１

１－３ １－３ ０－３ ８

３－１ １－３ ３－０ １ ３－１

０－３ ２－３ １－３ ４

位 位



平成２２年５月１日（日）

高校３年生女子の部 草津市総合体育館

予選リーグ
１位 ２位 ３位 ４位

鷲見 奈々江 髙橋 早紀 熊谷 杏奈

滋賀学園高校 長浜北星高校 安曇川高校

松浦 茜 辻村 真衣 森田 理保 有川 依那

草津東高校 長浜北高校 甲西高校 東大津高校

草野 朱佑子 桑門 梨央 四塚 愛 前川 琴美

滋賀学園高校 彦根ＪＯＹ 長浜北高校 安曇川高校

朝戸 亜子 永井 千秋 藤原 愛里 山下 真貴子

滋賀学園高校 東大津高校 安曇川高校 大津商業高校

決勝リーグ（１位～４位）

鷲見 奈々江 朝戸 亜子 草野 朱佑子 松浦 茜

滋賀学園高校 滋賀学園高校 滋賀学園高校 草津東高校

鷲見 奈々江

滋賀学園高校

朝戸 亜子

滋賀学園高校

草野 朱佑子

滋賀学園高校

松浦 茜

草津東高校

順位リーグ（５位～８位）

髙橋 早紀 永井 千秋 桑門 梨央 辻村 真衣

長浜北星高校 東大津高校 彦根ＪＯＹ 長浜北高校

髙橋 早紀

長浜北星高校

永井 千秋

東大津高校

桑門 梨央

彦根ＪＯＹ

辻村 真衣

長浜北高校

７

３－０ ３－０ ３－０ ６ ５

１－３ ３－２ ０－３ ４

６

０－３ ２－３ ０－３ ３ ８

勝点 勝率 順位

３－０ ３－１ ０－３ ５

３

２－３ ０－３ ２－３ ３ ４

２

３－０

１－３ ０－３ ３－２ ４

０－３ ３－０ ３－０ ５

近畿卓球選手権大会滋賀県予選

1

2

3

4

勝点 勝率 順位

３－１ ３－２ ６ １



平成２２年５月１日（日）

ジュニア男子の部 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
松田 好平 松永 勇太 左近 大樹 木村 悠真
草津東高校 瀬田工業高校 八幡工業高校 大津高校
森 一樹 中園 祐介 岸下 秀隆
虎姫高校 東大津高校 石山高校
藤村 涼汰 甲斐 達也 江口 友也 2
八幡高校 大津商業高校 水口東高校
楠谷 聖也 井上 侑柾 藤橋 大地
近江高校 甲西高校 甲南高校
藤田 皓大 前田 晋也 栁生 憲汰 1

瀬田工業高校 東大津高校 高島高校
浅田 純平 多胡 幸能 堀井 純輝
虎姫高校 瀬田工業高校 彦根工業高校 1

藤原 瑠星 西澤 涼貴 甲斐 史也
近江兄弟社高校 八幡高校 大津商業高校
谷村 裕貴 奥原 直生 河野 貫聖
近江高校 草津東高校 高島高校
杉本 翔汰 荒田 智晴 髙橋 郁夫
甲西高校 大津高校 東大津高校
山村 日 本郷 弘 門野 哲也
近江高校 瀬田工業高校 八幡高校
荒堀 卓磨 磯野 正 森井 俊成

彦根工業高校 高島高校 大津商業高校
神山 盛煕 岸下 尚樹 小原 圭吾 1

水口東高校 虎姫高校 近江兄弟社高校

明石 元気 森口 眞行 西出 大輔
草津東高校 大津商業高校 甲南高校
岡野 祐也 伊藤 万季人 国領 一貴
東大津高校 瀬田工業高校 彦根工業高校 1

山川 弘輝 松森 将吾 永迫 智也
草津東高校 八幡高校 石山高校
藤座 幸大 伊吹 栄二 上原 智哉 1

甲西高校 近江高校 高島高校
畑 稜介 山嵜 経弘 宗田 和也

大津商業高校 水口東高校 草津東高校
井口 隼 松田 昌之 本田 龍之介
草津東高校 瀬田工業高校 東大津高校
大谷 圭吾 鷲尾 祥太 村田 充
虎姫高校 大津商業高校 八幡工業高校
三浦 和央 堀原 大地 豊留 大樹
高島高校 石山高校 近江高校
藤田 雄大 井上 知己 深尾 太雅 2

大津商業高校 水口東高校 甲西高校
福永 利勝凡 足立 拓也 山口 展生
近江高校 東大津高校 高島高校
田中 祥宏 金澤 和人 神田 巧磨

近江兄弟社高校 草津東高校 八幡高校
東 丈裕 佐々木 涼太 高塚 千弥 1

大津商業高校 彦根工業高校 瀬田工業高校
鳥原 翼 乾 大智 横江 卓 1

甲西高校 水口東高校 甲南高校
内藤 准知 加藤 和馬 立岡 司
草津東高校 瀬田工業高校 マロンクラブ
丸本 直樹 鋳物 克治 西垣 阿斗
近江高校 東大津高校 甲南高校
白子 哲大 富長 俊文 辻 悠斗

大津商業高校 八幡高校 高島高校
髙山 雅規 望月 健汰 吉川 耕介 1

虎姫高校 甲西高校 瀬田工業高校
蓮池 智仁 山元 大生 窪田 和弥

近江兄弟社高校 水口東高校 東大津高校 1

田村 明寛 田口 信広 中井 亮太
草津東高校 瀬田工業高校 大津高校
雪谷 周平 船山 慎太郎 船田 健仁
甲西高校 東大津高校 彦根工業高校
森 拓磨 相羽 康寛 松本 佳希 堀井 友哉
近江高校 石山高校 八幡高校 大津商業高校

31

32

33

28

29

30

25

26

27

22

23

24

19

20

21

16

17

18

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

近畿卓球選手権大会滋賀県予選

1

2

3



ジュニア男子の部

決勝リーグ（１位～４位）

杉本 翔汰 森 拓磨 井口 隼 明石 元気

甲西高校 近江高校 草津東高校 草津東高校

杉本 翔汰

甲西高校

森 拓磨

近江高校

井口 隼

草津東高校

明石 元気

草津東高校

順位リーグ（５位～８位）

松田 好平 内藤 准知 福永 利勝凡 畑 稜介

草津東高校 草津東高校 近江高校 大津商業高校

松田 好平

草津東高校

内藤 准知

草津東高校

福永 利勝凡

近江高校

畑 稜介

大津商業高校

５

１－３ ２－３ ２－３ ３ ８

３－２ ３－２ ３－２ ６

６

１－３ ２－３ ３－２ ４ ７

勝点 勝率 順位

３－１ ２－３ ３－１ ５

３

３－０ ３－１ ３－１ ６ １

３－１ ２－３ １－３ ４

４

３－２ ３－２ １－３ ５ ２

勝点 勝率 順位

２－３ １－３ ０－３ ３

９・１０位決定戦

1

1

1

髙山 雅規
虎姫高校

田村 明寛
草津東高校

岡野 祐也
東大津高校

藤田 雄大
大津商業高校

鳥原 翼
甲西高校

楠谷 聖也
近江高校

藤原 瑠星
近江兄弟社高校

山村 日
近江高校



平成２２年５月１日（日）

ジュニア女子の部 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
野原 咲季 重倉 亜美 小菅 里菜 饗庭 優香

滋賀学園高校 石山高校 八幡高校 安曇川高校

湧口 真里奈 片平 成美 北田 理恵

長浜北高校 草津東高校 甲西高校

久保 友里恵 森田 千晶 高橋 弥生 1

滋賀学園高校 安曇川高校 長浜北星高校

松山 実理 西 杏由梨 畑仲 ひらり

草津東高校 滋賀学園高校 近江高校

菅嶋 絵里 平田 かえで 村瀬 梨紗子 2

大津商業高校 安曇川高校 甲西高校

野村 優衣 中島 優 中地 彩歌

滋賀学園高校 瀬田工業高校 草津東高校

田邉 恵美 山中 沙織 福原 加奈子

長浜北星高校 草津東高校 八幡高校

山口 華蓮 中山 響子 三浦 美弥子

滋賀学園高校 立命館守山高校 甲西高校

青山 静華 小倉 あづき 中村 果歩

河瀬高校 東大津高校 草津東高校

松田 優美子 池田 有由 村松 沙矢香

滋賀学園高校 甲西高校 八幡高校

前川 陽香 増田 光月 吉廣 萌

滋賀学園高校 長浜北星高校 安曇川高校

寺村 萌 中村 菜由 柴谷 南美

草津東高校 甲西高校 近江高校 2

大場 若菜 濱田 はるか 本田 真衣

滋賀学園高校 草津東高校 安曇川高校

松本 麻友香 井上 美穂 村木 歩

大津商業高校 滋賀学園高校 八幡高校 2

塚本 真弥 坂 葵衣 横田 有里

草津東高校 甲西高校 長浜北高校

北島 佳奈 尾崎 胡桃 林 千尋

滋賀学園高校 長浜北星高校 近江高校
16

13

14

15

10

11

12

7

8

9

4

5

6

近畿卓球選手権大会滋賀県予選

1

2

3

決勝リーグ（１位～４位） 順位リーグ（５位～８位）

野原 咲季 北島 佳奈 松田 優美子 野村 優衣 松山 実理 大場 若菜 前川 陽香 山口 華蓮

滋賀学園高校 滋賀学園高校 滋賀学園高校 滋賀学園高校 草津東高校 滋賀学園高校 滋賀学園高校 滋賀学園高校

野原 咲季 松山 実理

滋賀学園高校 草津東高校

北島 佳奈 大場 若菜

滋賀学園高校 滋賀学園高校

松田 優美子 前川 陽香

滋賀学園高校 滋賀学園高校

野村 優衣 山口 華蓮

滋賀学園高校 滋賀学園高校
３－０ ３－２ ６ ５

６

０－３ １－３ ０－３ ３ ４ ３－２

３ ３－０ ３－０ ２－３ ５０－３ ２－３ ３－０ ４

０－３ ０－３ ３ ８

７

０－３ ３－２ ３－１ ５ ２ ０－３

１ ３－０ ０－３ ２－３ ４

勝点 勝率 順位

３－０ ３－０ ３－０ ６

勝点 勝率 順位

９・１０位決定戦

1

1

松本 麻友香
大津商業高校

塚本 真弥
草津東高校

田邉 恵美
長浜北星高校

青山 静華
河瀬高校

寺村 萌
草津東高校

湧口 真里奈
長浜北高校

久保 友里恵
滋賀学園高校

菅嶋 絵里
大津商業高校



近畿選手権大会滋賀県予選会

草津市総合体育館

ホープス男子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

武田 洸和 小林 海斗 増井 和真 神尾 優介

山 卓 蒲生ＪＳＣ 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

西 大二朗 久保 龍也 武藤 秀俊

彦根ＪＯＹ 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

冨岡 伸伍 田中 稜也 林中 和希 山本 颯

大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ 山 卓 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

ホープス女子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

角野 恵美奈 村岡 紅 林 優里 森田 佳代

彦根ＪＯＹ マロンジュニア 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ ２

邑上 菜々 岩崎 夏美 福田 紫織 竹ノ内 花菜

平ジュニア 中主ＴＴＣ ゴーイング草津 蒲生ＪＳＣ

加藤 未央 小笠原 瑞希 鈴木 祐子

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ ゴーイング草津 蒲生ＪＳＣ

早川 実奈 近藤 あおい 吉川 あやみ

今津暁卓球 平ジュニア 中主ＴＴＣ

綾井 唯 尾崎 沙也加 田中 理子 巴 彩乃

マロンジュニア 蒲生ＪＳＣ 中主ＴＴＣ 大津ジュニア

1

2

3

4

5

平成22年5月1日

1

2

3

予選２位順位戦（6位～10位）予選３位順位戦（10位～14位） 3位決定戦

村岡 紅 林 優里 邑上 菜々
マロンジュニア 大津ジュニア 平ジュニア

岩崎 夏美 福田 紫織 早川 実奈
中主ＴＴＣ ゴーイング草津 今津暁卓球

小笠原 瑞希 鈴木 祐子
ゴーイング草津 蒲生ＪＳＣ

近藤 あおい 吉川 あやみ 小笠原 瑞希
平ジュニア 中主ＴＴＣ ゴーイング草津

尾崎 沙也加 田中 理子 尾崎 沙也加
蒲生ＪＳＣ 中主ＴＴＣ 蒲生ＪＳＣ

5組２位 5組3位

3組２位 3組3位

8位決定戦

4組２位 4組3位

１組3位

２組２位 2組3位

１組２位

予選２位順位戦（４位～6位） 予選３位順位戦（7位～9位） 予選４位順位戦（7位～9位）

小林 海斗 増井 和真 神尾 優介
蒲生ＪＳＣ 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

久保 龍也 武藤 秀俊
大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

田中 稜也
蒲生ＪＳＣ

１組3
位

２組２位 2組3位 2組3位

３組２位 ３組3位
３組3
位

１組２位 １組3位



近畿選手権大会滋賀県予選会

草津市総合体育館

カブ男子シングルスの部

カブ女子シングルスの部

１位 ２位 ３位 ４位

奥村 恵 左﨑 佑果 奥山 夏穂 吉田 麗

ゴーイング草津 蒲生ＪＳＣ 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

綾井 怜 中山 夏生 清水 優希

マロンジュニア 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

髙山 唯 神尾 百香 林中 優依

今津暁卓球 蒲生ＪＳＣ 山 卓

メ モ

1

2

3

平成22年5月1日

決勝リーグ（１位～３位）

№ なまえ 1 2 3 得点 勝/負 順位

矢守 幸太

山 卓

松井 秀泰

ゴーイング草津

松宮 享平

彦根ＪＯＹ

０／２ ３

3 ３－０ ３－０ ４ ２／０ １

０－３ ３ １／１ ２

2 ０－３ ０－３ ２

1 ３－０

予選２位順位戦（４位～6位） 予選３位順位戦（7位～9位） 予選４位順位戦（7位～9位）

左﨑 佑果 奥山 夏穂 吉田 麗
蒲生ＪＳＣ 大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

中山 夏生 清水 優希
大津ジュニア 蒲生ＪＳＣ

神尾 百香
蒲生ＪＳＣ

２組２位 2組3位 2組3位

３組２位 ３組3位 ３組3位

１組２位 １組3位 １組3位


