
滋賀県総合団体卓球選手権大会

草津市総合体育館

予選リーグ→１位決勝トーナメント
1位 2位 3位 4位

1 ＴＲクラブＡ 平クラブ アミ－クラブＢ
（巽・中山・坂井・渡邊） （山口・荒木・岡野・後藤） （奥山・井口・久保・吉田）

2 マロンクラブ 草津マスタ－ズ 八日市クラブ 彦根ＪＯＹ 1

(中島・小山・森・岡田・加治
屋)

（山田・内藤・加藤・張・奥田） （小川・石井・渡辺・小峠）
（菊田・堀田・丸岡吉・丸岡

健・丸山）

3 中主ＴＴＣ 瀬田卓好会 草津クロ－バ－ 1

（田中・森中・西村・松田
・吉田・中川）

（武田・大井・廣田・中石）
（岡・種村・蔭山・黒瀬・山元

・佐藤）

4 能登川クラブ 村田製作所 ＴＲクラブＢ 1

（谷・増田・津田・鈴木・川森
・上野）

（左部・天満・善野・高田
・ガ－ンリキットアヌラック）

（濱田・谷口・兼森・山下）

5 彦卓会 アミ－クラブＡ 草津クラブ 1

（樋口・田藤・山田・佐藤・杉田・影井） （安武・古久保・日下・小山） （川辺・田中・岡田・横田・村田・金子)

　 　

（オ－プン競技） 予選リーグ→２位決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位
1 ＴＲクラブＡ 平クラブ アミ－クラブＢ 0

（巽・中山・坂井・渡邊） （山口・荒木・岡野・後藤） （奥山・井口・久保・吉田） 2

2 マロンクラブ 草津マスタ－ズ 八日市クラブ 彦根ＪＯＹ
(中島・小山・森・岡田・加治

屋)
（山田・内藤・加藤・張・奥田） （小川・石井・渡辺・小峠）

（菊田・堀田・丸岡吉・丸岡
健・丸山）

3 中主ＴＴＣ 瀬田卓好会 草津クロ－バ－
（田中・森中・西村・松田

・吉田・中川）
（武田・大井・廣田・中石）

（岡・種村・蔭山・黒瀬・山元
・佐藤）

0

4 能登川クラブ 村田製作所 ＴＲクラブＢ 1

（谷・増田・津田・鈴木・川森
・上野）

（左部・天満・善野・高田
・ガ－ンリキットアヌラック）

（濱田・谷口・兼森・山下）

5 彦卓会 アミ－クラブＡ 草津クラブ
（樋口・田藤・山田・佐藤・杉田・影井） （安武・古久保・日下・小山） （川辺・田中・岡田・横田・村田・金子)

（オ－プン競技） 予選リーグ→３位決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位

1 ＴＲクラブＡ 平クラブ アミ－クラブＢ 2

（巽・中山・坂井・渡邊） （山口・荒木・岡野・後藤） （奥山・井口・久保・吉田） 1

2 マロンクラブ 草津マスタ－ズ 八日市クラブ 2

(中島・小山・森・岡田・加治
屋)

（山田・内藤・加藤・張・奥田） （小川・石井・渡辺・小峠）

3 中主ＴＴＣ 瀬田卓好会 草津クロ－バ－
（田中・森中・西村・松田

・吉田・中川）
（武田・大井・廣田・中石）

（岡・種村・蔭山・黒瀬・山元
・佐藤）

4 能登川クラブ 村田製作所 ＴＲクラブＢ 0
（谷・増田・津田・鈴木・川森

・上野）
（左部・天満・善野・高田
・ガ－ンリキットアヌラック）

（濱田・谷口・兼森・山下）

5 彦卓会 アミ－クラブＡ 草津クラブ 1

（樋口・田藤・山田・佐藤・杉田・影井） （安武・古久保・日下・小山） （川辺・田中・岡田・横田・村田・金子)

2組4位 彦根ＪＯＹ
（菊田・堀田・丸岡吉・丸岡

健・丸山）

２０１４年７月1９日

男子一般高校の部



滋賀県総合団体卓球選手権大会

草津市総合体育館

予選リーグ→１位決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位

守山蛍友会 栗東ドリ－ム 平クラブＢ 草津クロ－バ－
2

（大野・辻倉・柏木
・馬場・山本・清水）

（水野・川端・藤塚
・隠岐）

（石川・岡林・桂田
・田中）

（黒瀬・土田・三田
・八田）

野洲クラブ 平クラブＡ 瀬田卓好会
1

（齊藤・原口・山田
・吉田・作永）

（浅井・井上・中村良
・松井）

（島村・國枝・平野
・中神）

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ　 湖西卓研 ＧＲＯＷＩＮＧ 平クラブＣ

（鷲尾・石橋・森中
・片山）

（多久和・神門・谷口
・城戸）

（上田・武笠・馬場
・福山）

（谷村・中村恵・三木
・永尾）

（オ－プン競技）

予選リーグ→２位決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位

守山蛍友会 栗東ドリ－ム 平クラブＢ 草津クロ－バ－
1

（大野・辻倉・柏木
・馬場・山本・清水）

（水野・川端・藤塚
・隠岐）

（石川・岡林・桂田
・田中）

（黒瀬・土田・三田
・八田）

野洲クラブ 平クラブＡ 瀬田卓好会

（齊藤・原口・山田
・吉田・作永）

（浅井・井上・中村良
・松井）

（島村・國枝・平野
・中神）

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ　 湖西卓研 ＧＲＯＷＩＮＧ 平クラブＣ

（鷲尾・石橋・森中
・片山）

（多久和・神門・谷口
・城戸）

（上田・武笠・馬場
・福山）

（谷村・中村恵・三木
・永尾）

2

（オ－プン競技）
予選リーグ→３位決勝トーナメント

1位 2位 3位 4位

3組4位 平クラブＣ
1

（谷村・中村恵・三木
・永尾） 0

守山蛍友会 栗東ドリ－ム 平クラブＢ

（大野・辻倉・柏木
・馬場・山本・清水）

（水野・川端・藤塚
・隠岐）

（石川・岡林・桂田
・田中）

野洲クラブ 平クラブＡ 瀬田卓好会
1

（齊藤・原口・山田
・吉田・作永）

（浅井・井上・中村良
・松井）

（島村・國枝・平野
・中神）

ｅｖｅｒ　ｆｒｅｅ　 湖西卓研 ＧＲＯＷＩＮＧ

（鷲尾・石橋・森中
・片山）

（多久和・神門・谷口
・城戸）

（上田・武笠・馬場
・福山）

１組4位 草津クロ－バ－
（黒瀬・土田・三田

・八田）
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女子一般高校の部
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２０１４年７月1９日
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滋賀県総合団体卓球選手権大会

草津市総合体育館

予選リーグ→１位トーナメント

1位 2位 3位 4位

山卓Ａ 栗東西中学Ｂ 瀬田中学Ｂ
（林中・宮木・中野・佐々

木）
（宮田・川口・金部・奥村） （貴島・服部・和泉・白木）

皇子山中学 近江兄弟社中学マロンジュニアＢ
（廣利・大原・東田・西村・

杉井・堀本）
（相良・大西・那須・西村・

吉川・武田）
（岡田・山田・田中・木村

匡     ・木村太）

打出中学Ｂ 甲西中学Ａ 平ジュニア 瀬田中学Ｃ
1

（井入・川崎・古賀・井上
・河村）

（足立・吉川・小竹・米山） (大捕・宮田・松村・德永）
（西中・荒川・菊岡・石田・

東・西端）
0

マロンジュニアＡ 野洲中学 瀬田中学Ｄ 1

（木村・岩田・山本・井上
・大宮・岡田）

（橋本・西尾・市木・南井
・篠原・大安）

（濱田・植村・尾崎・石野）
2

彦根ＪＯＹ　　 守山南中学 打出中学Ｃ
（岡田・渡辺・中島・堀田

・高橋）
（宮本、上原、山口、山

出、高原、三ケ山）
（土倉・吉田・八田・阪谷）

山卓Ｂ 瀬田中学Ａ 栗東西中学Ａ 0

0

（今井・川森・井口・神田）
（山井・川田・長澤・上原

・片岡）
（上島・中尾・松田・阪口

・古川・春山）

打出中学Ａ 守山中学 甲西中学Ｂ
（岡・生田・村山・小嶋

・岡本 ・中野）
（伊藤・渡部・佐内・中村

伊・中村悠・北川）
（山口・森本・和藤・伊藤

・佐々木）

（オ－プン競技）

予選リーグ→２位トーナメント

1位 2位 3位

山卓Ａ 栗東西中学Ｂ 瀬田中学Ｂ
1

（林中・宮木・中野・佐々
木）

（宮田・川口・金部・奥村） （貴島・服部・和泉・白木）
2

皇子山中学 近江兄弟社中学マロンジュニアＢ

（廣利・大原・東田・西村・
杉井・堀本）

（相良・大西・那須・西村・
吉川・武田）

（岡田・山田・田中・木村
匡     ・木村太）

打出中学Ｂ 甲西中学Ａ 平ジュニア 瀬田中学Ｃ
（井入・川崎・古賀・井上

・河村）
（足立・吉川・小竹・米山） (大捕・宮田・松村・德永）

（西中・荒川・菊岡・石田・
東・西端）

2

マロンジュニアＡ 野洲中学 瀬田中学Ｄ
（木村・岩田・山本・井上

・大宮・岡田）
（橋本・西尾・市木・南井

・篠原・大安）
（濱田・植村・尾崎・石野）

彦根ＪＯＹ　　 守山南中学 打出中学Ｃ
（岡田・渡辺・中島・堀田

・高橋）
（宮本、上原、山口、山

出、高原、三ケ山）
（土倉・吉田・八田・阪谷）

1

山卓Ｂ 瀬田中学Ａ 栗東西中学Ａ
（今井・川森・井口・神田）

（山井・川田・長澤・上原
・片岡）

（上島・中尾・松田・阪口
・古川・春山）

打出中学Ａ 守山中学 甲西中学Ｂ 1

（岡・生田・村山・小嶋
・岡本 ・中野）

（伊藤・渡部・佐内・中村
伊・中村悠・北川）

（山口・森本・和藤・伊藤
・佐々木）

0
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草津市総合体育館

（オ－プン競技）

予選リーグ→３位トーナメント 甲西中学Ｂ

1位 2位 3位 （山口・森本・和藤・伊藤
・佐々木） 2

山卓Ａ 栗東西中学Ｂ 瀬田中学Ｂ
（林中・宮木・中野・佐々

木）
（宮田・川口・金部・奥村） （貴島・服部・和泉・白木）

1

皇子山中学 近江兄弟社中学マロンジュニアＢ 1
（廣利・大原・東田・西村・

杉井・堀本）
（相良・大西・那須・西村・

吉川・武田）
（岡田・山田・田中・木村

匡     ・木村太）

打出中学Ｂ 甲西中学Ａ 平ジュニア
（井入・川崎・古賀・井上

・河村）
（足立・吉川・小竹・米山） (大捕・宮田・松村・德永）

マロンジュニアＡ 野洲中学 瀬田中学Ｄ 1
（木村・岩田・山本・井上

・大宮・岡田）
（橋本・西尾・市木・南井

・篠原・大安）
（濱田・植村・尾崎・石野） 1

彦根ＪＯＹ　　 守山南中学 打出中学Ｃ
（岡田・渡辺・中島・堀田

・高橋）
（宮本、上原、山口、山

出、高原、三ケ山）
（土倉・吉田・八田・阪谷）

山卓Ｂ 瀬田中学Ａ 栗東西中学Ａ 1

（今井・川森・井口・神田）
（山井・川田・長澤・上原

・片岡）
（上島・中尾・松田・阪口

・古川・春山）

打出中学Ａ 守山中学 瀬田中学Ｃ
（岡・生田・村山・小嶋

・岡本 ・中野）
（伊藤・渡部・佐内・中村

伊・中村悠・北川）
（西中・荒川・菊岡・石田・

東・西端）
0
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滋賀県総合団体卓球選手権大会

平成２６年７月１９日

草津市総合民体育館

予選リーグ→１位トーナメント

1位 2位 3位 4位

瀬田中学Ａ 大東中学Ａ 打出中学 甲西中学Ｃ

（淺野・澤田・高田・川島
・加名山・中村）

（中辻・寺脇・土田・執行
・田中里・田中柚）

（嶋崎・細野・田中・佐藤
・家倉）

（上岩・松本・徳谷・杉山
・宮島） 0

彦根ＪＯＹ 近江兄弟社中学 栗東西中学Ｂ
2

（村長・桑原・雨森・堀田）
（伊藤・小田・中屋敷・北
嶋　　・小島・押谷）

（里見・古賀・宮崎・奥野
・浅野）

今津暁卓球Ａ 朝桜中学Ａ 甲西中学Ｂ
2

（高山・佐藤・采野・川上・
垣貫）

（福井・上野・平井・清水） （荒尾・日野・杉河・近藤）

甲西中学Ａ 朝桜中学Ｂ 大東中学Ｂ
1

（山本ち・千代・宮島
・山本栞）

（川中・野口・奥村・木戸）
（草野・柴田・加藤・喜舎
場　　・千田・勝木）

平ジュニア 皇子山中学 守山南中学 今津暁卓球Ｂ

(近藤・清水・山本・山本)
（杉本・中江・上山・江川

・黒木・桒波田）
（林・辻・大西・田中真
・田中千・高田）

（佐藤・舛本・沼田真
・沼田明）

山卓 栗東西中学Ａ 朝桜中学Ｃ 瀬田中学Ｂ

（林中・中野・川森・井口）
（山上・経田・中野・北村

・木村・綾井）
（四谷・宮下・菅谷・望月）

（松村・田中・藤巻・吉田
・川崎）

1

　 （オ－プン競技）

予選リーグ→２位トーナメント

1位 2位 3位 4位

瀬田中学Ａ 大東中学Ａ 打出中学 甲西中学Ｃ
（淺野・澤田・高田・川島

・加名山・中村）
（中辻・寺脇・土田・執行
・田中里・田中柚）

（嶋崎・細野・田中・佐藤
・家倉）

（上岩・松本・徳谷・杉山
・宮島） 1

彦根ＪＯＹ 近江兄弟社中学 栗東西中学Ｂ

（村長・桑原・雨森・堀田）
（伊藤・小田・中屋敷・北
嶋　　・小島・押谷）

（里見・古賀・宮崎・奥野
・浅野）

今津暁卓球Ａ 朝桜中学Ａ 甲西中学Ｂ
１

（高山・佐藤・采野・川上・
垣貫）

（福井・上野・平井・清水） （荒尾・日野・杉河・近藤）
2

甲西中学Ａ 朝桜中学Ｂ 大東中学Ｂ 0

（山本ち・千代・宮島
・山本栞）

（川中・野口・奥村・木戸）
（草野・柴田・加藤・喜舎
場　　・千田・勝木）

平ジュニア 皇子山中学 守山南中学 今津暁卓球Ｂ

(近藤・清水・山本・山本)
（杉本・中江・上山・江川

・黒木・桒波田）
（林・辻・大西・田中真
・田中千・高田）

（佐藤・舛本・沼田真
・沼田明）

山卓 栗東西中学Ａ 朝桜中学Ｃ 瀬田中学Ｂ

（林中・中野・川森・井口）
（山上・経田・中野・北村

・木村・綾井）
（四谷・宮下・菅谷・望月）

（松村・田中・藤巻・吉田
・川崎）

1

女子中学以下の部
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　　　　(オ－プン競技)

予選リーグ→３位トーナメント

1位 2位 3位 4位

打出中学
（嶋崎・細野・田中・佐藤

・家倉）

今津暁卓球Ｂ 2
（佐藤・舛本・沼田真

・沼田明）

瀬田中学Ａ 大東中学Ａ 瀬田中学Ｂ 0

（淺野・澤田・高田・川島
・加名山・中村）

（中辻・寺脇・土田・執行
・田中里・田中柚）

（松村・田中・藤巻・吉田
・川崎）

彦根ＪＯＹ 近江兄弟社中学 栗東西中学Ｂ
（村長・桑原・雨森・堀田）

（伊藤・小田・中屋敷・北
嶋　　・小島・押谷）

（里見・古賀・宮崎・奥野
・浅野）

今津暁卓球Ａ 朝桜中学Ａ 甲西中学Ｂ 1

（高山・佐藤・采野・川上・
垣貫）

（福井・上野・平井・清水） （荒尾・日野・杉河・近藤）
1

甲西中学Ａ 朝桜中学Ｂ 大東中学Ｂ 1
（山本ち・千代・宮島

・山本栞）
（川中・野口・奥村・木戸）

（草野・柴田・加藤・喜舎
場　　・千田・勝木）

平ジュニア 皇子山中学 守山南中学
(近藤・清水・山本・山本)

（杉本・中江・上山・江川
・黒木・桒波田）

（林・辻・大西・田中真
・田中千・高田）

山卓 栗東西中学Ａ 甲西中学Ｃ 0
2

（林中・中野・川森・井口）
（山上・経田・中野・北村

・木村・綾井）
（上岩・松本・徳谷・杉山

・宮島）

朝桜中学Ｃ 1

（四谷・宮下・菅谷・望月）
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