
平成２２年５月３日
草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位
迫田 樹 山田 悠貴 石田 良哉

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 水口中学 安土中学
福泉 幹人 安藤 大貴 木賀 健一郎
蒲生ＪＳＣ 栗東中学 老上中学
中村 俊勝 中川 大輝 岡本 将

栗東西中学 粟津中学 打出中学
村岸 洋亮 小梶 翔矢 上手 万里 2
彦根南中学 近江兄弟社中学 長浜西中学
木下 裕登 土野 晶也 日野 達哉

八幡東中学 石部中学 唐崎中学
川村 涼 上田 一貴 福田 悠杜

水口中学 粟津中学 伊吹山中学 1
上里 健一朗 岩﨑 颯 伊藤 大瑛

守山南中学 長浜西中学 安土中学
上田 航洋 森田 諒 河内 裕亮 1
打出中学 近江兄弟社中学 八幡西中学 1
木村 将太 川崎 舜悟 小寺 秀門 1
皇子山中学 栗東西中学 粟津中学
野田 良介 森田 祐司 菱井 昂太
八幡東中学 老上中学 水口中学 2
今西 優希 山本 慶輝 中村 寛志

唐崎中学 栗東中学 水口東中学
上田 郷 森村 一貴 河島 拳人

打出中学 近江兄弟社中学 石部中学
西村 恒平 阪口 大樹 山出 拓史

彦根南中学 八幡東中学 水口中学
奥村 友介 村谷 綾星 石村 勇馬 0
粟津中学 老上中学 蒲生ＪＳＣ 1

栗谷川 優希 河合 勇輝 西澤 僚也 1
栗東中学 甲賀中学 水口中学
上原 優一 藤原 佑斗 柏木 佑介

栗東西中学 守山南中学 打出中学
田中 絢二郎 松浦 雄介 伊藤 悠斗
粟津中学 平ジュニア 八幡西中学 1
舟橋 壮真 西村 美輝 星野 昂貴

近江兄弟社中学 皇子山中学 栗東西中学
東山 誠 中井 元貴 岡田 祐太

長浜西中学 栗東中学 老上中学
村田 祥太 仲谷 昂洋 谷村 勇輔
唐崎中学 伊吹山中学 水口中学 2
志村 裕斗 中江 正人 辻丸 良輝
打出中学 安土中学 山 卓
綾井 太一 深尾 将吾 北川 寛貴

栗東西中学 八幡西中学 安土中学
湯本 大暉 豊川 将孝 児島 健太 1
粟津中学 打出中学 栗東中学
藤井 唯宇 武田 樹馬 古田 匠

守山南中学 皇子山中学 伊吹山中学
宿谷 瑞輝 新木 爽也 三原 達人

水口中学 八幡東中学 老上中学
野崎 智理 松島 俊也 長谷川 亮
平ジュニア 栗東中学 近江兄弟社中学
田沢 遼 池田 静也 鈴木 拓弥 2
彦根南中学 八幡東中学 打出中学
寺田 光平 谷口 博 井室 裕暉

粟津中学 栗東中学 八幡西中学
小嶺 慧 平川 省吾 山口 貴士 2
水口中学 老上中学 蒲生ＪＳＣ
落合 将伍 入鹿 真生 大西 廉

近江兄弟社中学 石部中学 水口東中学
日下 悠 池本 怜生 鎌田 千徳

唐崎中学 水口中学 栗東西中学
家森 拓哉 川津 良太 熊木 健人 1
蒲生ＪＳＣ 栗東中学 打出中学 1
古中 雄二 定成 檀 高橋 海音

水口中学 近江兄弟社中学 粟津中学
於久 誠也 田上 翔士 村地 健太郎

アミークラブ 守山南中学 八幡東中学
山口 裕也 和田 貴之 三浦 拓弥 2
石部中学 栗東西中学 老上中学

芦田 遥一郎 永原 和一 黒木 冬威

Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 唐崎中学 安土中学
中川 真作 野口 大輔 田中 悠登
長浜西中学 粟津中学 打出中学 1
四方 翔大 福本 紘大 日時 崚

栗東西中学 水口中学 伊吹山中学
徳田 将之 野田 章嘉 枝本 大知 1
皇子山中学 水口中学 老上中学
片山 憲 西村 亮甫 阪本 凌輔

八幡東中学 安土中学 守山南中学
八木 嶺治 木田 慈之 西 拓馬

山 卓 栗東中学 八幡西中学

中学３年生男子の部
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近畿卓球選手権大会県予選会

平成２２年５月３日

草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

谷澤 沙也加 森本 瑞生 飯沼 奈々 福井 涼花
彦根ＪＯＹ 守山南中学 新堂中学 近江兄弟社中学

廣間 結果 諏訪 希 笠原 みゆき
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 石部中学 新堂中学

三﨑 有希 野坂 侑未 加藤 瑞貴 1

八幡西中学 長浜西中学 安土中学

須藤 枽奈 今村 美月 時岡 怜加
長浜西中学 日吉中学 栗東中学

松岡 はな子 西 真由美 佐藤 美緒
近江兄弟社中学 安土中学 彦根南中学

佐々木 千明 青木 萌 清水 愛花 1 2

守山南中学 山 卓 新堂中学

平子 明日香 小野 真里菜 清水 千景 1

石部中学 大津ジュニア 日吉中学

安井 佳芳吏 大橋 朋実 志井 典子
水口東中学 八幡西中学 安土中学

伊藤 未波 吉田 菜央 保田 奈緒美
水口中学 日吉中学 守山南中学

川畑 朱莉 菊地 沙那 平田 真里夜 1

長浜西中学 近江兄弟社中学 新堂中学

中村 真実 冨田 美緒 船瀬 沙帆
水口東中学 蒲生ＪＳＣ 水口中学

北村 美央 三浦 雅美 木下 絢華
近江兄弟社中学 石部中学 新堂中学

辻 幸美 大東 百菜実 佐藤 由紀江
唐崎中学 八幡西中学 安土中学

中地 祐香里 井上 智佳 村田 菜緒
平ジュニア 近江兄弟社中学 彦根南中学 2

社納 千聖 野澤 あゆみ 山田 美里 1

石部中学 新堂中学 安土中学

木内 優里 西川 穂乃 松川 友己
蒲生ＪＳＣ 水口中学 高穂中学

川瀨 沙季 青木 悠 井上 有紀
長浜西中学 山 卓 新堂中学 2

木村 瑞希 山口 玲奈 松山 奈々恵
八幡西中学 守山南中学 日吉中学 1

吉原 愛実 徳永 桃里 我孫子 早央里
長浜西中学 唐崎中学 栗東中学

石井 沙弥 加嶋 瞳 西出 帆南美
朽木中学 八幡西中学 水口中学

青木 日菜 音川 蒔絵 西川 萌香
石部中学 日吉中学 守山南中学 2

草野 典子 福山 鈴華 高橋 由佳
長浜西中学 安土中学 新堂中学

門野 美由紀 太田 実希 本間 美希
八日市ジュニア 石部中学 日吉中学

正木 友梨 岡田 佳子 渡辺 朱音
高穂中学 八幡西中学 安土中学

山本 春香 鈴木 麻希 萩野 真奈
長浜西中学 水口中学 日吉中学 2

角野 和佳奈 古川 あかね 音野 安里沙 三浦 彩音
彦根ＪＯＹ 新堂中学 近江兄弟社中学 栗東中学
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中学３年男子の部

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

迫田 樹
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ
上田 郷
打出中学
綾井 太一
栗東西中学
八木 嶺治
山 卓

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

今西 優希
唐崎中学
東山 誠
長浜西中学
日下 悠
唐崎中学

芦田 遥一郎
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

中学３年女子の部

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

谷澤 沙也加
彦根ＪＯＹ
辻 幸美
唐崎中学
吉原 愛実
長浜西中学
角野 和佳奈
彦根ＪＯＹ

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

須藤 枽奈
長浜西中学
安井 佳芳吏
水口東中学
中地 祐香里
平ジュニア
石井 沙弥
朽木中学

3 3-1 3-1

4 74 0-3 3-2 0-3

3-0 5

53-0 6

6

2-3 3

1 3-2 1-3

2 2-3 1-3 8

3 1-3 1-3

5 24 3-0 2-3 3-1

0-3 41 1-3 3-1

41-3 3

3

3-2 62 3-1 3-1 1

3 3-1 3-0

5 74 0-3 3-0 3-1

3-0 5

61-3 5

5

0-3 3

1 3-2 1-3

2 2-3 0-3 8

3 1-3 3-0

4 34 0-3 3-2 0-3

3-0 61 3-0 3-1 1

2-3 3 42 0-3 0-3

23-0 5



平成２２年５月３日

草津市総合体育館
１位 ２位 ３位 ４位

松宮 悠真 安江 克弘 森口 侑哉
彦根ＪＯＹ 中主中学 高穂中学
川俣 凌介 角 友登 坂東 文夫
皇子山中学 栗東西中学 伊吹山中学
富田 尋 川田 浩平 松浦 昂洋

近江兄弟社中学 八幡西中学 粟津中学
樫野 仁 山添 義樹 小澤 有世
甲賀中学 八日市ジュニア 唐崎中学
福本 悠 小林 洋瑛 西村 剛
水口東中学 打出中学 高穂中学
中山 信希 南出 元浩 三浦 巧大
大津ジュニア 石部中学 皇子山中学
町釋 真 西田 尚樹 清水 洋希
蒲生ＪＳＣ 水口中学 長浜西中学
村北 義仁 塚本 僚 林 直喜 2
八幡西中学 日吉中学 老上中学
北川 大貴 川上 洋平 島津 龍也
彦根南中学 高穂中学 石部中学
今井 優作 田辺 博一 野々村 仁志
山 卓 長浜西中学 栗東西中学

加藤 未有 島田 裕輝 前原 隼人
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 八日市ジュニア 八幡西中学
岩﨑 聖 奥村 泰久 堀池 直希
彦根南中学 甲賀中学 高穂中学
山本 孝磨 工藤 丈太郎 中村 知也
老上中学 水口東中学 近江兄弟社中学
伊藤 太祐 木下 浩輝 新庄 健吾
皇子山中学 八幡西中学 中主中学 1
井上 達斗 伊藤 蒼 西澤 翼
石部中学 皇子山中学 水口中学
冨永 将司 橋部 恵 那須 樹

八日市ジュニア 守山南中学 安土中学
山本 拓史 宮田 尚斗 小川 昇悟 1
栗東西中学 彦根南中学 八幡東中学

日下部 恭平 中田 飛翔 竹田 諒
大津ジュニア 甲賀中学 安土中学
豊岡 拓也 小椋 一平 橋爪 駿
石部中学 粟津中学 八幡西中学
阿部 直也 小森 佳典 渡邊 一輝
打出中学 中主中学 近江兄弟社中学
横田 岬 田中 奨人 西村 卓 1
長浜西中学 水口東中学 彦根南中学 1
池上 聖晃 池田 滉登 中島 三輝
八幡西中学 伊吹山中学 栗東西中学 1
御手洗 健斗 西塚 恭平 芝原 和宏
皇子山中学 打出中学 高穂中学
越村 渓大 田村 稔 増山 雄太

アミージュニア 打出中学 甲賀中学
堀原 広大 井下 誠一朗 野見山 聖也
皇子山中学 八幡西中学 栗東西中学
山出 昌俊 田中 直樹 宿谷 大輝 2
八幡東中学 彦根南中学 水口中学 1
松山 知広 太田 優哉 布施 康仁
甲賀中学 高穂中学 中主中学 1
西河 克弥 村井 琢海 大石 禎希
石部中学 水口東中学 近江兄弟社中学 1
小菅 洋輔 吉村 悠太 奥野 大地

八日市ジュニア 老上中学 安土中学
藤岡 輝一 藤井 恭幸 木村 拓海
彦根南中学 皇子山中学 中主中学
山崎 三晴 永田 拓海 宮澤 駿
水口中学 粟津中学 八幡西中学
吉田 皐平 伊東 省 田中 久登 1
長浜西中学 石部中学 守山南中学 1
大森 健太 小城 英暉 三崎 雄貴
高穂中学 近江兄弟社中学 八幡西中学
奥山 幹太 松井 友希 中平 裕一朗
大津ジュニア 伊吹山中学 打出中学
楠谷 貴仁 入江 直人 笹村 恒太
栗東西中学 蒲生ＪＳＣ 彦根南中学
冨岡 昌平 久保田 智也 藤居 勇佑
大津ジュニア 彦根南中学 皇子山中学
村木 建太 田村 正祥 池宮 正顕
甲賀中学 老上中学 伊吹山中学
岩﨑 広夢 奥田 貴弘 高木 長
中主中学 水口東中学 八日市ジュニア
小峠 太暉 宮地 勝基 高橋 一義
蒲生ＪＳＣ 安土中学 高穂中学
清水 朋貴 吉川 知志 今井 捷智
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 近江兄弟社中学 守山南中学
白岩 育寛 木本 貴斗 松村 一輝
八幡西中学 石部中学 栗東西中学
笈田 壮一朗 原 直輝 奥田 翔平 2
八幡西中学 皇子山中学 石部中学
廣田 真希 岡田 郁也 八木 峻斗
水口中学 彦根南中学 高穂中学
矢守 健太 清水 崚平 吉井 駿介

近江兄弟社中学 打出中学 栗東西中学
京 希 山岸 洋文 清水 祐希
中主中学 粟津中学 長浜西中学 2
佐伯 克至 今村 健太郎 井上 昂俊 八木 治嘉
唐崎中学 打出中学 八幡東中学 八日市ジュニア
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近畿卓球選手権大会県予選会

平成２２年５月３日

草津市総合体育館
１位 ２位 ３位 ４位

柿添 悠吏奈 鵜飼 佳奈 木村 美咲

彦根ＪＯＹ 水口中学 高穂中学
田川 睦 菊地 可南子 山崎 葵
老上中学 日吉中学 水口中学
石川 真実 清水 亜美 赤松 優花

八幡西中学 長浜西中学 皇子山中学
寺村 はなこ 中田 有梨朱 嶋 日花里
水口中学 唐崎中学 中主中学
常喜 円華 髙嶋 舞子 田中 友望

伊吹山中学 安土中学 近江兄弟社中学
久保田 愛貴 岡村 美紀 高林 亜由那 1

高穂中学 石部中学 日吉中学
小谷 優希 山水 飛鳥華 寺田 実穂里

長浜西中学 伊吹山中学 守山南中学
清水 春声 泉 詩帆音 土居 真弓 1

伊吹山中学 粟津中学 長浜西中学
髙橋 さなみ 森田 成美 鈴鹿 舞

伊吹山中学 老上中学 日吉中学
堀 麗華 今中 優香 上野 夏鈴

老上中学 伊吹山中学 守山南中学
片岡 里穂 羽賀 夕姫 大桃 菜緒
長浜西中学 石部中学 高穂中学 1

藤原 梨奈 古和田 実結 清水 礼子

石部中学 八幡西中学 水口中学
黒瀬 奈美 尾宮 麻美 大嶋 優香 1

近江兄弟社中学 水口中学 石部中学
本間 有紀 村田 幸子 間宮 ひかる

日吉中学 蒲生ＪＳＣ 安土中学
奥野 真由 村田 愛水 井内 美緒
石部中学 皇子山中学 高穂中学

水野 なぎ沙 宮崎 友里 山本 愛梨
唐崎中学 石部中学 石部中学
藤原 千洋 福井 千絋 大村 七恵

今津暁卓球 長浜西中学 老上中学
徳田 茜 川端 久美子 杉江 保乃圭

湖東クラブスポ少 唐崎中学 守山南中学
福永 奈彩 冨永 萌 北條 静 1

伊吹山中学 水口中学 石部中学
能川 涼子 下村 彩日 岡本 由美子

石部中学 高穂中学 日吉中学
藤井 さくら 出村 円香 橋本 茉紀
中主中学 近江兄弟社中学 八幡西中学
采野 美咲 田島 成美 角川 友香

今津暁卓球 長浜西中学 水口中学
北山 芽生 山本 葵 滝本 絢加 2

八幡西中学 日吉中学 伊吹山中学
松浦 遥花 大隅 可奈 山元 香林

安土中学 石部中学 高穂中学
小川 真菜 近藤 湖都 瀧野 紀美子
伊吹山中学 長浜西中学 老上中学
西澤 萌 松井 美紗希 西田 澪奈

湖東クラブスポ少 皇子山中学 水口中学
桑原 真湖登 西窪 佐紀 曽和 聖香

ﾛｲﾔﾙＪＡＣ 近江兄弟社中学 唐崎中学
大森 遥 上四元 晴香 笹木 楓香
今津暁卓球 日吉中学 長浜西中学
小寺 まどか 今村 真理 是洞 美咲
石部中学 老上中学 高穂中学
堤内 るな 宮川 祐美 小濱 瑞姫

長浜西中学 伊吹山中学 日吉中学
立岡 唯 谷川 桃加 坂本 帆南

マロンJr 伊吹山中学 安土中学
中村 真綾 若林 茂沙 中洌 柚葉
石部中学 水口中学 皇子山中学
弦間 朱里 宮路 美沙菜 坂口 淳子

八幡西中学 水口中学 長浜西中学 1

髙橋 みなみ 青山 由佳 下村 悠日
伊吹山中学 日吉中学 高穂中学
西澤 槙 田中 美帆 松岡 奈菜子

湖東クラブスポ少 唐崎中学 老上中学

1
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3

カデット女子の部
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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

松宮 悠真
彦根ＪＯＹ
岩﨑 聖
彦根南中学
越村 渓大

アミージュニア
佐伯 克至
唐崎中学

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

加藤 未有
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ
御手洗 健斗
皇子山中学
楠谷 貴仁
栗東西中学
冨岡 昌平
大津ジュニア

カデット女子の部

決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

柿添 悠吏奈
彦根ＪＯＹ
藤原 千洋
今津暁卓球
徳田 茜

湖東クラブスポ少
桑原 真湖登
ﾛｲﾔﾙＪＡＣ

順位リーグ（5位～8位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

小谷 優希
長浜西中学
堀 麗華
老上中学
西澤 萌

湖東クラブスポ少
立岡 唯
マロンJr

3 3-1 3-2

5 5/4 54 2-3 3-1 3-1

3-2 5

4/4 61-3 5

4/5 7

1-3 3

1 3-2 1-3

2 2-3 2-3 8

3 1-3 3-1

6 14 3-0 3-1 3-0

0-3 51 3-1 3-1

30-3 4

2

1-3 32 1-3 1-3 4

3 0-3 0-3

4 74 0-3 0-3 3-2

3-0 6

82-3 3

5

3-0 5

1 3-0 3-0

2 0-3 3-0 6

3 1-3 2-3

5 24 1-3 3-2 3-0

3-1 61 3-0 3-1 1

2-3 4 32 0-3 3-2

40-3 3

カデット男子の部順位トーナメント（９位～16位）

福本 悠 2 小菅 洋輔

水口東中学 八日市ジュニア

中山 信希 藤岡 輝一

大津ジュニア 1 彦根南中学

井上 達斗 1 清水 朋貴

石部中学 Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

阿部 直也 廣田 真希

打出中学 1 水口中学

カデット女子の部順位トーナメント（９位～16位）

常喜 円華 采野 美咲

伊吹山中学 今津暁卓球

髙橋 さなみ 松浦 遥花

伊吹山中学 安土中学

藤原 梨奈 堤内 るな

石部中学 長浜西中学

１

本間 有紀 西澤 槙

日吉中学 湖東クラブスポ少


