
大阪国際招待卓球選手権滋賀県予選会

平成２４年１１月１０日

草津市民体育館

男子カデット　１部

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

武田　洸和 瀬古　純平 中野　力斗 浦谷　玲央
山　　卓 栗東西中学 中主中学 高穂中学

渡部　智大 小島　康平 萩原　拓哉 1
守山中学 守山南中学 瀬田中学

増田　翔太 高田　拓弥 木村　良幸
瀬田中学 水口東中学 マロンクラブ

上田　祥吾 寺田　和磨 衣笠　孝規
水口中学 守山南中学 瀬田中学
辻村　幸寛 高橋　楓季 中嶋　里綺
中主中学 ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ 高穂中学

田中　康佑 寺嶋　直希 田村　蓮都
中主中学 水口中学 栗東西中学

寺村　嘉門 三上　智史  武藤　秀敏
彦根南中学 守山南中学  蒲生ＪＳＣ
清水　祐介 菅原　博人 久保田　修平 1
守山中学 瀬田中学 高穂中学

今中　大喜 日置　晃平 角脇　悠介 1
水口東中学 栗東西中学 高穂中学
神谷竜真 田中　建亘 大竹　フラン  西川　紘平
ロイヤルJAC 中主中学 水口中学  守山南中学

山本　颯 白木　駿帆 竹谷　昌峻
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 瀬田中学 高穂中学
久保　龍也 久野　朔太郎 岡田　亜希彦

大津ジュニア 守山中学 ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ

川嶋　勇気 西島　悠紀 太田　博士
水口中学 守山南中学 高穂中学

水野　理夢 大捕　伽音 平井　航輔 1
中主中学 栗東西中学 瀬田中学

岸田　大志 蓮池　弘夢 内本　薫 2
水口東中学 水口中学 瀬田中学
田中　秀磨 垣内　隆志 川﨑　勇哉
中主中学 マロンクラブ 高穂中学

小杉　蒼太 杉本　慧 古林　佑一
栗東西中学 瀬田中学 守山南中学
廣間　響一 川端　駿斗 富永　康平
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 水口東中学 高穂中学
安武　和也 高谷　凌輔 天谷　宥貴
瀬田北中学 中主中学 守山南中学
久保田　庸介 宮野　純一 岸本　拓

山　　卓 水口中学 高穂中学 1
西　大二朗 石堂　潤平 中居　蒼士  遠藤　雅人

ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ 守山中学 彦根南中学  瀬田中学
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大阪国際招待卓球選手権滋賀県予選会

平成２４年１１月１０日

草津市民体育館

女子カデット　１部

予選１位 予選２位 予選３位

角野　恵美奈 吉住　美咲 横井　志帆
ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ 水口中学 唐崎中学
辻　美華 谷川　柚奈 内堀　桜花
中主中学 水口中学 彦根南中学

田中　理子 高田　実花 澤　胡桃
中主中学 守山南中学 水口中学

近藤　あおい 竹ノ内　花菜 山﨑　紗弥
平ジュニア 水口東中学 瀬田北中学
早川　実奈 木村　莉菜 松原　美穂

暁卓球クラブ 中主中学 唐崎中学
吉川　あやみ 岡田　花純 井上　真希

中主中学 水口中学 マロンクラブ 1
今西　優衣 小嶋　藍理 近辻　ひいな
唐崎中学 水口中学 彦根南中学

中村　さくら 坂本　侑奈 永野　雅実
栗東西中学 水口中学 守山南中学
加藤　未央 上野　夏暖 山田　采加
Crossover 守山南中学 水口中学

尾崎　沙也加 黄瀬　香帆 三好　可純
朝桜中学 水口中学 唐崎中学

池田　真琴 田中　麻帆 辻　花奈
中主中学 唐崎中学 彦根南中学

鈴木　祐子 松本　幸伎菜 濱田　有紀
八日市Ｊｒ 水口中学 マロンクラブ
德永　悠 岡田　鈴々 神谷　優香
唐崎中学 守山南中学 水口東中学

岩崎　夏美 山本　歩実 桑原　楓
中主中学 瀬田北中学 水口中学 2

杉江　紀香 音野　真帆 立石　桃香
水口中学 守山南中学 中主中学
綾井　唯 牧野　里奈 川島　早貴

栗東西中学 彦根南中学 水口中学
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男子1部１～４位リーグ

武田　洸和
山　　卓

西　大二朗
ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ

久保　龍也
大津ジュニア

山本　颯
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ

男子1部５～８位リーグ

田中　康佑
中主中学

田中　秀磨
中主中学

小杉　蒼太
栗東西中学

辻村　幸寛
中主中学

女子1部１～４位リーグ

角野　恵美奈
ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ

綾井　唯
栗東西中学

加藤　未央
Crossover

中村　さくら
栗東西中学

女子1部５～８位リーグ

早川　実奈
暁卓球クラブ

鈴木　祐子
八日市Ｊｒ

德永　悠
唐崎中学

近藤　あおい
平ジュニア

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

1 ３－０ ３－０ ３－２ ６ １

2 ０－３ ２－３ ３－０ ４ ３

3 ０－３ ３－２ ３－１ ５ ２

4 ２－３ ０－３ １－３ ３ ４

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

1 ２－３ ３－１ ３－１ ５ ６

2 ３－２ ３－２ ３－０ ６ ５

3 １－３ ２－３ ３－０ ４ ７

4 １－３ ０－３ ０－３ ３ ８

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

1 １－３ ３－２ ３－２ ５ ２

2 ３－１ ３－２ ３－２ ６ １

3 ２－３ ２－３ ３－０ ４ ３

4 ２－３ ２－３ ０－３ ３ ４

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝/負 順位

1 ３－１ ３－１ ３－２ ６ ５

2 １－３ ３－２ ３－１ ５ ６

3 １－３ ２－３ ０－３ ３ ８

4 ２－３ １－３ ３－０ ４ ７



大阪国際招待卓球選手権滋賀県予選会

平成２４年１１月１０日

草津市民体育館

男子カデット　２部

予選１位 予選２位 予選３位 予選４位

中窪　鴻太 川田　航平 臼井　文哉
朝桜中学 瀬田中学 水口東中学

人羅　明生 吉廣　勇希 簾谷　涼太
守山中学 朝桜中学 瀬田中学

高橋　善希 岡本　悠人 南部　裕一郎
水口東中学 水口中学 守山中学 1
芳賀　由樹 我那覇　謙孝 春山　諒斗
瀬田中学 守山中学 栗東西中学 1

中島　章太 下村　竜矢 高木　智人
朝桜中学 水口中学 水口東中学

佐藤　到也 村上　智一 北川　敬也 1
守山中学 瀬田中学 彦根南中学

藤井　優典 谷村　亮輔 山本　涼介
水口東中学 水口中学 守山中学 1
樽井　健二 足立　秀人 木坂　淳平 2
瀬田中学 水口東中学 守山中学 1

竹内　亮人 藤井　一輝 岡田　貴利他

朝桜中学 水口中学 守山中学
岡崎　匠真 田中　太智  安澤　佑河
水口東中学 彦根南中学  瀬田中学 2
神尾　優介 山本　真也 山井　駿
朝桜中学 守山中学 瀬田中学 1

坂本　泰亘 藤村　昂資 森下　将吾
水口東中学 水口中学 彦根南中学
福井　北斗 岸村　涼平  長澤　柚輝
守山中学 水口東中学  瀬田中学
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大阪国際招待卓球選手権滋賀県予選会

平成２４年１１月１０日

草津市民体育館

女子カデット　２部

予選１位 予選２位 予選３位

山田　汐莉 裏本　彩香 嶌本　真美  戸田　李夢
栗東西中学 唐崎中学 水口東中学  水口中学
竹田　真生 小川　詩織 瀧井　遥香
朝桜中学 水口東中学 水口中学

日浦　理恵 小林　文音 松村　樹
瀬田北中学 水口中学 瀬田中学 1 1
磨見　夏未 治武　千咲 澤田　綾
水口東中学 水口中学 瀬田中学
増岡　未紗 森田　真由 奥邨　亜美
栗東西中学 朝桜中学 水口中学 2
松本　祐佳 角　知都世 藤巻　美奈
水口中学 栗東西中学 瀬田中学 2

寺田　雪乃 菊地　七海  松原　由依 1
水口東中学 朝桜中学  水口中学
淺野　有希 林田　捺希 川田　真梨華
瀬田中学 水口中学 水口東中学

馬場　玲奈 栁澤　萌 中村　寛実
栗東西中学 唐崎中学 水口中学
中野　李保 熊谷　桃佳 西村　葉月  田中　優羽
水口東中学 唐崎中学 水口中学  瀬田中学
高田　涼加 中村　碧美 真田　明香里
栗東西中学 瀬田北中学 水口中学
髙橋　亜美 谷　絵理奈 長濱　はるか
朝桜中学 栗東西中学 水口東中学
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