
近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

中学３年男子１部　　　上位6名が本選に出場

１位 ２位 ３位 ４位
中野　颯真 泉　丈悟 小森　開登  犬丸　隆生

山卓 甲南 草津  聖徳 2-1

鈴木　皓介 木村　陽 大橋　陸
長浜西 高穂 河瀬 1-1

阿部　蓮樹 勝島　脩太 久川　空利 1 3-1

水口東 栗東西 日吉 1

近藤　巧 中山　隆馬 野村　拓未 2

石山 中主 高穂 2-2

角谷　知洋 高橋　直也 服部　大哉
松原 聖徳 甲南 4-1

山下　委杜 池田　秀吾 森川　堪太
Crossover 水口 石山 2-3 2

水野　耀 国本　琥珀  中井　大翔
瀬田 石部  市立守山 1-2

白鳥　開土 服部　諭哉 田村　専里
中主 日吉 老上 3-2

杉江　健大郎 藤田　盛之介 吉水　天将
長浜西 甲南 草津 1-3

椎谷　颯太 松島　健斗 勝田　慎也
高穂 長浜北 野洲北 2-4

高橋　和矢 宮本　翼 竹下　晃平
聖徳 栗東西 日吉

西村　雅樹 西川　泰智 北川　博翔
聖徳 老上 長浜北 2-5

北村　凜太郎 間宮　大智 羽根田　尭典
長浜西 守山南 高穂 1-4

小林　奏 藤原　麟太郎  嶋田　巧 3-3

水口 草津  河瀬
植村　丈人 大西　照真 中村　暉

栗東西 日吉 市立守山 2-6

白川　琢磨 中田　仁一郎 井畑　永遠 2

甲南 石山 高穂 4-2

田中　聖大 岡　翔世 畑野　敦哉
中主 水口 高穂 2-7

西村　健汰 梅木　脩平 端野　嵐
彦根JOY 水口東 聖徳

福島　千尋 井島　航汰 山本　祐輝 3-4

長浜北 甲南 草津 1-5 1

池上　幸祐 木下　遼河 松村　栄樹
Crossover 老上 聖徳 2 2-8

河村　尚紀 澤原　雅弥 奥村　琢未
ＳＥＮＳＥ 八幡西 日吉

髙島　史龍 中野　裕貴 西川　通剛
Crossover 甲南 草津 2-9

青木　想太 井原　悠輔 西村　和樹
栗東西 水口 聖徳 1-6

北川　雅音 坂田　洸太郎 山本　大空 1 3-5

長浜北 野洲北 老上
田邉　翔也 宮田　康平 神野　雄飛 2

ＳＥＮＳＥ 日吉 水口東 2-10

後村　拓哉 奥村　太陽 近藤　孝則 1

石部 高穂 瀬田 4-3

舛木　駿介 野瀬　真功 原田　一平 2

湖西暁ジュニア 石山 高穂 2-11

北川　将基 枡谷　奏汰 小野田　樹
中主 水口 草津

八田　拓海 岩田　隆一 岡本　大輝 2 3-6

日吉 甲南 高穂 1-7 2

上籔　健斗 岩﨑　圭佑  村實　優真
栗東西 河瀬  市立守山 2-12

磯部　翔太 大賀　涼太郎 中村　匠汰 2

聖徳 長浜西 老上
松村　和真 岡崎　海成 畑中　恒希
平ジュニア 中主 聖徳 2-13

永坂　薫 村橋　勇紀 大谷　一葵
八幡西 Crossover 水口 1-8

日長　睦稀 中嶋　一輝 井口　竜翔
甲南 日吉 山卓 1 3-7

奥村　峻斗 川森　望史 村上　馨介 2

聖徳 長浜北 高穂 1-9 2

河合　文悟 奥村　龍馬 松田　成貴
ＳＥＮＳＥ 栗東西 甲西 2-14

西杢比野　巧 吉田　樹 髙津　仁志
瀬田 甲南 草津 4-4

岩根　大知 池永　直生 黒田　一成
長浜西 Crossover 水口東 2-15

梅本　大輝 乾　耀太 河崎　友哉
高穂 日吉 中主

松原　虎次郎 城　悠吾 今井　明日太 3-8

石山 老上 長浜北 1-10 1

鈴木　勇汰 土屋　宏介 赤尾　涼太
水口 野洲北 栗東西 1 2-16

前田　真希 伊藤　優 持留　拓光 橋本　陽向
甲南 長浜西 聖徳 高穂

※5～8位順位決定リーグも行います。
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近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

中学３年女子１部    上位6名が本選に出場

１位 ２位 ３位 ４位
清水　美歩 北林　夏歩 栗本　愛里 山本　弥生

平ジュニア 水口 伊吹山 瀬田 2-1

坂口　美奈子 堀内　麻衣 中西　爽花
甲西 河瀬 瀬田 1-1

児玉　瑞輝 山田　萌賀 山田　淑礼 3-1

伊吹山 甲南 栗東西 １

岩﨑　琴音 田村　美遼 伊賀並　莉菜
中主 日吉 伊吹山 2-2

吉川　明里 古川　百英 吉嶋　鈴菜
伊吹山 瀬田 甲西 1

園田　万佑香 飛田　真奈 宮島　亜弥
石部 日吉 伊吹山 2-3

町田　愛佳 本木下　璃真 丸本　柚香
朝桜 甲西 伊吹山 1-2

草野　舞雪 北島　優希 野田　遥愛 1

瀬田 水口 マロンジュニア 3-2

谷川　莉永 谷口　みのり 河浪　真帆 2

伊吹山 水口 日吉 1-3 2

江藤　舞祐 熊谷　七星 安田　桜子
長浜西 唐崎 水口東 2-4

沼田　真奈 大槻　絢花 山中　和野
湖西暁ジュニア 瀬田 甲西

寺村　琴音 新海　朝美 宮澤　季生
彦根JOY 中主 甲西 2-5

笹木　涼 松田　菫 寺田　涼音
伊吹山 瀬田 水口東 1-4

西島　愛莉 谷　穂乃香 中野　志保
長浜西 石部 日吉 1 3-3

島林　優衣 平井　咲紀 梅田　あゆみ
朝桜 瀬田 水口 1-5

瀧上　摩耶 堀井　美甫 秋田　素直
伊吹山 日吉 甲南 2-6

佐藤　愛華 西川　優香 小林　瑚子 1

湖西暁ジュニア 伊吹山 甲西
竹内　紀香 浦川　美優 三善　彩華
平ジュニア 朝桜 甲西 2-7 1

宮島　紘那 堀内　澪 野村　恵梨子 1

甲西 瀬田 聖徳 1-6

山口　美也 膽吹　香里 小倉　綾香
中主 伊吹山 水口 3-4

久保　友理音 松尾　実香 橋本　佳奈枝
伊吹山 水口東 瀬田 1-7

杉山　楓子 加藤　花実 桒原　里歩
水口 長浜西 日吉 2-8

釆野　真菜美 田原　夏葵 山本　麻鈴 狩野　未来
湖西暁ジュニア 伊吹山 瀬田 甲西

※5～8位順位決定リーグも行います。
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中３男子１部 １～４位決定戦

中野　颯真
山卓

前田　真希
甲南

髙島　史龍
Crossover

西村　雅樹
聖徳

５～８位決定戦

河村　尚紀
ＳＥＮＳＥ

北川　将基
中主

永坂　薫
八幡西

高橋　和矢
聖徳

中３女子１部 １～４位決定戦

清水　美歩
平ジュニア

釆野　真菜美
湖西暁ジュニア

寺村　琴音
彦根JOY

園田　万佑香
石部

５～８位決定戦

沼田　真奈
湖西暁ジュニア

佐藤　愛華
湖西暁ジュニア

竹内　紀香
平ジュニア

岩﨑　琴音
中主

４ ８
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№ なまえ 1 2 3 4 得点 順位

4 ３－２ ３－０ ３－１

2 ０－３ ３－２ ３－１

4 得点

４

５

1

2 ０－３ ３－２ ０－３ 4 7

6 5

３－０ ３－１ ３－１ ６

１－３ 33 ２－３ ２－３

３

3 １－３ ２－３ ３－０ ４

4 １－３ １－３ ０－３

4 ０－３ ０－３ ０－３ 3

№ なまえ 1 2 3

№ なまえ 1 2 3 4 得点

1 ３－０ ３－２ ２－３ 5

4

2 ０－３ ３－１ ３－０ 5

3 ０－３ １－３ ３－０

得点

1 ３－０ ３－０ ３－０ 6

№ なまえ 1 2 3 4 順位

1

2

3

4

順位

１

２

３

順位

8

6



近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

中学３年男子２部

１位 ２位 ３位
北野　流透 河田　大樹 田口　雄大

打出 守山南 水口 2-1

塚本　笙太 田中　京介 宗像　海世 1

守山南 長浜西 水口東 1-1

藤尾　哉汰 田淵　滉 木村　光毅 1

野洲北 松原 甲西 3-1

入谷　和穂 中村　幸樹  本同　弘弥
守山南 長浜西  甲西 1-2

塩入　義斗 三神　大乗 杉田　湧輔
長浜西 松原 水口 2-2

橋本　翔太 久泉　晃希 中川　愛貴  嶋津　知雅 1

水口 松原 長浜西  長浜西 1 4-1

八尾　和輝 安井　航紀 小川　泰世
長浜西 打出 守山南 2-3

森田　希 塩尻　智基 中川　空
水口 守山南 長浜西 1-3

山田　順平 深井　優雅  米田　希夢 1

松原 甲西  野洲北 3-2

大西　由真 川端　啓太 平野　真士
長浜西 八幡西 甲西 1-4

小森　貴斗 五反田　将弥 松藤　大智
守山南 水口 瀬田 2-4

宮﨑　零士 宮川　滉清 西沢　和人  松下　尚弥 1

松原 長浜西 甲西  守山南
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近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

中学３年女子２部

１位 ２位 ３位
本庄　紫朱希 松林　礼華  保木　万里子

長浜西 草津  高島クラブ 2-1

髙木　さくら 高橋　初  鈴木　雅子
草津 高穂  八幡西 1-1

小藪　桃子 田中　愛羅 中島　鈴音 1

長浜西 高穂 草津 2 3-1

山中　さくら 上嶌　望月 奥 日和里
水口 長浜西 高穂 1-2

上本　真帆 岡田　まりん 杉山　美帆
栗東西 草津 長浜西 2-2

川田　ひより 山本　遥  戸田　結梨香
八幡西 高穂  河瀬 1-3

遠藤　こなみ 小川　栞奈 小川　菜々
草津 長浜西 高穂
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近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

カデット男子　　上位10名が本選に出場

１位 ２位 ３位
川森　健竜 西川　一士希 川畑　幸輝

山卓 石山 高穂 2-1

中西　俊介 堀　亮治 橋本　瑞樹
長浜北 瀬田 朝桜 1-1

本岡　裕貴 森井　柊希 早川　慶
日吉 甲南 松原 3-1

西田　直倖 横山　耕大 四谷　亮
中主 瀬田 朝桜 1-2

小林　莉久 髙田　朔矢 丹治　蒼輔
瀬田北 守山南 長浜西 2 2-2

鹿島　大嗣 元永　仁太朗 渡邊　遼茉
高穂 水口東 平ジュニア 1-3

種村　拓尭 川上　斗羽 種村　侑士
栗東西 石山 水口 4-1

長谷川　太一 後藤　颯太 杉江　宏斗
ＳＥＮＳＥ 瀬田北 守山南 1-4

森　次音 杉本　優真 書川　達也
瀬田 老上 石部 2-3

石﨑　夏向 馬場　怜真 中川　悠 1

高穂 甲西 朝桜 1-5

仲川　智将 塚田　寧大 谷中　幸千郎 2

八幡西 長浜西 石山 3-2

正野　宏樹 大堀　蒔恩 塚田　翔太
高穂 水口東 唐崎 1-6 2

廣田　智哉 西村　郁哉 藤原　聖
甲南 中主 栗東西 2-4

西塚　直之 西村　亮祐 小林　陽向
打出 守山南 松原 1-7

石田　涼 柳田　登威 田中　蓮斗
湖西暁ジュニア 瀬田 河瀬

山田　樹楠 北川　大夢 髙田　響介
マロンジュニア 守山南 瀬田 2-5

嘉田　杏平 松本　晃成  廣井　竜士
打出 高穂  長浜西 1-8

徳永　創太 畑澤　一稀 藤丸　晴太郎
唐崎 長浜北 甲南 3-3

岩佐　宥汰 伊藤　翼 野々口　樹
松原 守山南 河瀬 1-9

北脇　龍優 井上　航輝 山腰　郁真
中主 瀬田 老上 2-6

辻久　凌矢 岩崎　翔太 奥村　凌 1

高穂 石山 朝桜 1-10

渡邉　奨吾 井之口　宝 福田　崇洋
八幡西 瀬田北 甲南 4-2

辻　佑磨 田中　昴大 小髙　和輝
水口東 栗東西 石山 1-11

藤木　大寛 伊藤　慶人 鷹羽　魁斗
平ジュニア 守山南 高穂 2-7

吉田　瑠星 石原　佑樹 大木　秀真
朝桜 中主 Crossover 1-12

村上　潤 神田　友大 吉田　蒼 1

瀬田 甲南 長浜西 3-4

辻川　潤弥 佐藤　太紀 森田　藍大 2

聖徳 高穂 中主 1-13

近藤　孝宣 岡田　紀洋 髙田　陸翔
長浜北 河瀬 瀬田 1 2-8

今井　元気 薮内　裕斗 守﨑　大地
山卓 石山 市立守山

高橋　響生 伊波　たくみ  木村　公祐
彦根JOY 朝桜  瀬田 2-9 1

誉田　聖人 梅村　大翔 井上　拓真
唐崎 守山南 甲南 1-14

大継　朋秀 川野　匠一朗 関根　広樹 2

石部 瀬田北 高穂 3-5

山本　悠史 村山　練 比江島　蒼太 1

打出 長浜西 守山南 1-15

内田　有人 今村　友哉 上野　佑介
石山 中主 河瀬 2-10

樋口　祐亮 相原　輔  吉村　脩斗
山卓 甲南  栗東西 1-16

角谷　颯太 江崎　晃也 山本　翔大
高穂 瀬田 八幡西 4-3

中塚　冬馬 河嶋　奏汰 岩見　隼弥
中主 栗東西 瀬田 1-17

竹内　槙作 森田　真広  鈴木　彪斗
石山 朝桜  松原 2-11

山口　秀樹 上田　優太 福岡　航大 2

湖西暁ジュニア 長浜北 高穂 1-18

大矢　蒼 堀　悠真 竹内　理人
打出 水口東 守山南 3-6

種本　風馬 山田　航暉  田村　明大 2 2

甲南 石山  老上 1-19

木村　匡史 堀口　拳生 國友　一希
市立守山 日吉 長浜西 2-12

川島　叶 上原　和也 三原　直也
平ジュニア 守山南 高穂
山元　海音 和田　武 伊藤　大悟
山田卓友 打出 中主 2-13 1

木下　翔太 稲垣　駿憲 西村　我空
石山 甲南 老上 1-20

桂　友貴 小倉　巧 松崎　健人
瀬田 長浜西 高穂 1 3-7 1

三﨑　慶亮 木村　祥也 南　志優
守山南 高穂 唐崎 1-21

中村　玲王 松村　勇希 木谷　悠吾
ＳＥＮＳＥ 朝桜 石山 2-14

篠田　惇 佐々木　優真 明田　樹生 1

瀬田北 八幡西 栗東西 1-22

茸木　優輝 加藤　千登 浦谷　海成
Crossover 聖徳 中主 4-4

石橋　虎太郎 川那部　大郎 増井　朔矢
水口 高穂 瀬田 1-23

奥野　拓磨 中村　勇仁 井本　拓治
山卓 長浜西 瀬田北 2-15

梶井　哉幸 高山　大翔  山田　脩斗
松原 湖西暁ジュニア  石山 1-24

北川　翔 池本　悠真  奥田　清之介
長浜北 甲南  栗東西 3-8

大前　太一 野瀬　颯士 渡邉　行 1

河瀬 石山 高穂 1-25

川尻　柚真 粂田　澪音 白井　嘉高
中主 瀬田 水口東 2-16

邑上　和也 髙栁　健太 寺田　拓矢
平ジュニア 朝桜 守山南

※5～8位順位決定リーグ、9～12位順位決定リーグも行います。
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カデット男子 １～４位決定戦

川森　健竜
山卓

邑上　和也
平ジュニア

角谷　颯太
高穂

山田　樹楠
マロンジュニア

５～８位決定戦

石田　涼
湖西暁ジュニア

茸木　優輝
Crossover

川島　叶
平ジュニア

今井　元気
山卓

９～１２位決定戦

鹿島　大嗣
高穂

山元　海音
山田卓友

高橋　響生
彦根JOY

藤木　大寛
平ジュニア

3 124 １－３ １－３ ０－３

5 10

3 ３－０ ３－０ ３－０ 6 9

2 ３－０ ０－３ ３－１

4 得点 順位

1 ０－３ ０－３ ３－１ 4 11

№ なまえ 1 2 3

7

4 ３－１ ３－１ ３－０ 6 5

3 ３－２ ２－３ ０－３ 4

8

2 ３－０ ３－２ １－３ 5 6

1 ０－３ ２－３ １－３ 3

4

№ なまえ 1 2 3 4 得点 順位

4 ０－３ ２－３ １－３ 3

1

3 ３－１ １－３ ３－１ 5 2

2 ３－１ ３－１ ３－２ 6

得点 順位

1 １－３ １－３ ３－０ 4 3

№ なまえ 1 2 3 4



近畿卓球選手権大会滋賀県予選会

平成２８年５月３日

草津市総合体育館

カデット女子　　上位10名が本選に出場

１位 ２位 ３位
沼田　明香里 松下　明野生 谷口　彩華

湖西暁ジュニア 瀬田 聖徳 2-1

望田　梨緒 貴島　涼月 上野山　鈴
朝桜 瀬田 栗東西 1-1

丹治　蒼乃 谷川　芹菜 森園　まい 3-1

長浜西 水口 八幡西
釘宮　早希子 田中　万愛 桂　聡子

唐崎 長浜西 河瀬 2-2

川並　莉湖 久村　ひかる 服部　花穂 4-1

伊吹山 瀬田 高穂
井口　満希 川畑　歩加 中井　柚花

山卓 瀬田 八幡西 2-3

宮本　風香 土屋　樺乃 和田　美早紀
朝桜 伊吹山 石山 3-2

岡村　向日葵 川合　藍子 平林　菜都 1

伊吹山 瀬田北 水口 2-4

吉原　涼葉 西川　奈子 宮園　あすか
長浜西 城山 瀬田

前田　嘉穂 中川　愛花 山元　まい
瀬田 甲南 朝桜 2-5

長谷川　遥香 中谷　果南 平田　真友 2

長浜西 瀬田北 八幡西 1-2

中籔　萌 小林　風薫 依田　萌香 3-3

城山 伊吹山 日吉
上本　愛海 杉江　風月 山﨑　彩永

朝桜 高穂 伊吹山 2-6

北川　真愛 広兼　渚々星 大前　咲希
河瀬 瀬田 山卓 4-2

瀬古　友里菜 坪田　真空  濱本　華菜
水口 聖徳  八幡西 2-7

諸頭　つかさ 白川　湖雪 野洲　優里菜
中主 石部 瀬田

木村　蒼依 久木野　莉紗 松嶌　和奏 3-4

朝桜 瀬田北 伊吹山 1-3 1

木下　友里 伊吹　優里 松岡　舞弥
八幡西 長浜西 唐崎 2-8

堤　佳奈 野﨑　元葉 森下　夏希 2

ＳＥＮＳＥ 瀬田 高穂
首藤　梨沙 重田　杏 塚本　歩里
ＳＥＮＳＥ 八幡西 石山 2-9

伊藤　咲 鵜飼　小胡路 萬木　かなえ
長浜西 水口 瀬田北 1-4

守田　美沙樹 安井　夢乃 野方　愛莉 3-5

河瀬 瀬田 伊吹山 1

宇野　真桜 小島　明日香 二宮　結衣
城山 朝桜 伊吹山 2-10

金森　光希 太田　恵里佳 八幡　果音
瀬田 高穂 聖徳 4-3

池内　夏穂 中野　夏鈴 川合　里奈
瀬田北 中主 長浜西 2-11

谷　めぐ 谷　知斗世 青木　宝楽
石部 瀬田 八幡西

藤井　夏希 福本　佳南  堀井　万奈加 3-6

朝桜 瀬田  八幡西 1-5

西島　明日香 藤澤　芽依  堀部　有美
長浜西 唐崎  河瀬 1 2-12

園田　真虹 森田　美穂 恒川　凜奈 2

伊吹山 甲南 日吉
小林　紋華 東山　茉鈴  大橋　美空

河瀬 八幡西  伊吹山 2-13 1

亀村　由子 青野　莉子 石田　海咲
長浜西 水口 瀬田 3-7

堤　沙百合 河合　未空 松本　夏音
伊吹山 瀬田 栗東西 2-14

後藤　帆香 青龍　和香菜 塩貝　麗奈
朝桜 瀬田北 八幡西

赤松　愛莉 大水　萌永 村田　瑠璃 1 4-4

瀬田 長浜西 聖徳 2-15

草木　多美 岩佐　彩香  石川　菫
瀬田北 河瀬  甲南

髙倉　優子 末松　明夏 池田　有未 3-8

朝桜 瀬田 高穂 1-6 1

甲斐沼　桃花 澤　花梨 角田　帆希
伊吹山 水口 中主 2-16

中野　深愛 米田　帆乃可 辻川　心菜
山卓 長浜西 河瀬

※5～8位順位決定リーグ、9～12位順位決定リーグも行います。
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カデット女子 １～４位決定戦

井口　満希
山卓

中野　深愛
山卓

池内　夏穂
瀬田北

瀬古　友里菜
水口

５～８位決定戦

上本　愛海
朝桜

宇野　真桜
城山

後藤　帆香
朝桜

沼田　明香里
湖西暁ジュニア

９～１２位決定戦

川並　莉湖
伊吹山

草木　多美
瀬田北

園田　真虹
伊吹山

中籔　萌
城山

5 104 ３－２ ３－１ ２－３

4 11

3 ３－０ ３－２ ３－２ 6 9

2 ３－１ ２－３ １－３

4 得点 順位

1 １－３ ０－３ ２－３ 3 12

№ なまえ 1 2 3

5３－０ ３－０ ３－２ 6

8

3 ３－０ ３－０ ２－３ 5 6

2 ２－３ ０－３ ０－３ 3

4

得点 順位

1 ３－２ ０－３ ０－３ 4 7

№ なまえ 1 2 3 4

3

4 ０－３ ０－３ ０－３ 3 4

3 ２－３ ０－３ ３－０ 4

6 1

得点 順位

5 2

2 ３－２ ３－０ ３－０

№ なまえ 1 2 3

1 ２－３ ３－２ ３－０

4


