
滋賀県秋季卓球大会

男子　一般・高校生ダブルス 草津市立総合体育館

１位 ２位 ３位

佐藤・山崎 田邊・安河内 野田・松下

能登川ｸﾗﾌﾞ 米原高 河瀬中高

尾﨑・廣瀬 寺田・小澤 長谷川・萩野

Next Generation YASU Sundays 彦根総合高

大川・福本 三堂・大前 安井・吉村 1 1

offside 河瀬中高 八日市ｸﾗﾌﾞ

今井・奥野 夏原・吉田 小巻・富家 2

山卓 彦根総合高 河瀬中高

西田・高尾 巽・浜田 西川・都築

Next Generation 東レ 河瀬中高

三谷・山田 友廣・中辻 吉本・山本 2

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ YASU Sundays 彦根総合高 1

河口・大野 竹内・川嶋勇 川村・森野

能登川ｸﾗﾌﾞ・Team Rascals Next Generation 河瀬中高

小田・野瀬 大村・鳥井 上野・田中

ＢＳｸﾗﾌﾞ Seven Oceans 河瀬中高

西田・長田 辻・有元 平澤・川端

Crossover 河瀬中高 彦根総合高

女子　一般・高校生ダブルス

畑仲・西澤 田原・藤田 國領・市川

ULTRA-7・佛教大学 米原高 河瀬中高

北川・守田 加藤・笹木 小野・岩佐

河瀬中高 米原高 河瀬中高 1

立岡・西村 小川・田中 吉武・堀内

河瀬中高 米原高 河瀬中高

小財・川並 辻川・小林 長谷川・出路

米原高 河瀬中高 米原高 1

男子　50歳以上シングルス

樋口　栄一 新井　賢二 松本　裕 中辻　二三男

彦卓会 瀬田卓好会 京ｾﾗ滋賀 YASU Sundays

大村　徹 友廣　宏 広岡　勝也 水野　光博

Seven Oceans YASU Sundays Ｐ'sクラブ YASU Sundays 1

女子　50歳以上シングルス
決勝

柳本　八重子 船山　美由貴

甲賀卓友会 Point get
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滋賀県秋季卓球大会

男子　一般・高校生シングルス 草津市立総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

佐藤　潤一 寺田　亮太 田中　蓮斗 面家　永翔

能登川ｸﾗﾌﾞ YASU Sundays 河瀬中高 彦根総合高

田邊　翔也 山梶　友揮 松下　武尊 川端　啓太

米原高 滋賀医大 河瀬中高 彦根総合高 2

今井　元気 西田　友規 野瀬　光貴 西川　遼 1

山卓 Next Generation ＢＳｸﾗﾌﾞ 河瀬中高

河口　大輔 浜田　剛志 吉本　大輝 三堂　風輝

能登川ｸﾗﾌﾞ 東レ 彦根総合高 河瀬中高

長田　光史 尾﨑　誠 辻　泰幸 上野　恭士

Crossover Next Generation 河瀬中高 湖西暁ｼﾞｭﾆｱ

中川　祐秀 大川　広海 夏原　智樹 小巻　悠貴

京ｾﾗ滋賀 offside 彦根総合高 河瀬中高

松浦　開貴 倉冨　慎司 吉村　栄治 都築　旺河

彦根総合高 京ｾﾗ滋賀 八日市ｸﾗﾌﾞ 河瀬中高

川嶋　元気 安河内　匠 細田　尚樹 長谷川　大地 1

Next Generation 米原高 ＢＳｸﾗﾌﾞ 彦根総合高

西田　武久 安井　秀典 吉田　匠 森野　裕大 2

Crossover 八日市ｸﾗﾌﾞ 彦根総合高 河瀬中高

山田　樹楠 大野　雅輝 竹内　唯瑛 富家　悠太

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ Team Rascals Next Generation 河瀬中高

巽　規行 有元　幸平 小田　康介 高尾　和樹 1

東レ 河瀬中高 ＢＳｸﾗﾌﾞ Next Generation

北村　優斗 大前　太一 荻野　蒔士 福本　悠 1

びわこ成蹊ｽﾎﾟ大 河瀬中高 彦根総合高 offside

三谷　亮介 廣瀬　高嶺 武田　知也 野田　大河 2

ﾏﾛﾝｸﾗﾌﾞ Next Generation 個人 河瀬中高 1

大木　秀真 川嶋　勇気 平澤　拓海 廣瀬　優大

Crossover Next Generation 彦根総合高 米原高 1

奥野　拓磨 鳥井　俊祐 川村　健 上杉　達也 2

山卓 Seven Oceans 河瀬中高 彦根総合高

山崎　竜弥 中植　義斗 上野　佑介 山本　海

能登川ｸﾗﾌﾞ 野洲ﾓｰﾆﾝｸﾞ 河瀬中高 彦根総合高

女子　一般・高校生シングルス
１位 ２位 ３位 ４位

畑仲　ひらり 西村　千夏 岩佐　綾香 小野　真由美 1

ULTRA-7 河瀬中高 河瀬中高 河瀬中高

山﨑　智加 辻川　心菜 市川　愛 堀内　麻衣

滋賀医大 河瀬中高 河瀬中高 河瀬中高

立岡　真歩 北川　真愛 淺野　有希 吉武　優里

河瀬中高 河瀬中高 滋賀大学 河瀬中高

守田　美沙樹 西澤　萌 國領　ひかり 小林　紋華

河瀬中高 佛教大学 河瀬中高 河瀬中高 1
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