
全日本卓球選手権大会（カデットの部）滋賀県予選会

平成２９年８月２６日

カデット男子（14歳以下） 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位

高橋　響生 竹林　海斗 吉本　翔己 石本　昭弘 奥野　拓磨 清水　健介 青木　飛龍

彦根JOY 高穂 中主 石部 山卓 水口 市立守山

吉田　隼 呉　方円 野村　駿太 2 津田　悠希 川村　健 岩田　諒太

市立守山 河瀬 栗東 石部 河瀬 長浜北

前田　佳太郎 吉村　心 野崎　彪琉 0 0 若林　編 川﨑　勇弥 渡邊　裕斗

長浜北 朝桜 水口 0 守山北 豊日 高穂

宇野　陸翔 大坪　空斗 上原　大和 0 髙野　洸喜 洲﨑　隼斗 田井　夢叶

松原 野洲北 水口 2 長浜北 松原 朝桜

岸田　達希 種本　柊 斉藤　秀明 龍野　完太 馬場　龍斗 三島　啓暉

高穂 甲南 長浜北 0 甲南 野洲北 栗東

大谷　誓弥 北村　海斗 石井　大翔 0 0 五味川　翔太 池田　凌空 田中　翔也

石部 長浜西 栗東 0 長浜西 高穂 中主

加藤　蓮大 堀邊　輝真 道脇　捷心 橋本　涼平 戸上　勇樹 野依　広樹

ゴーイング草津 八幡西 豊日 1 長浜北 石部 野洲北

有元　幸平 宮田　悠一朗 宮澤　柊成 2 野田　大河 田中　駿 上野　恭士

河瀬 石部 野洲北 河瀬 ゴーイング草津 湖西暁ジュニア

配川　寛輝 西川　世流 菊池　優 0 2 赤井　祐哉 田代　駿輔 岩渕　史侑

高穂 豊日 長浜西 市立守山 水口 栗東

小坂　慶周 井戸　淳太 秋田　彪 2 0 立藤　颯太 坂根　将太 髙取　孝多

甲西北 市立守山 長浜北 石部 長浜西 松原

水野　瑠来 島田　瑛伍 松本　悠太 1 0 山元　春希 福泉　和真 大森　省悟

中主 高穂 甲南 0 0 栗東 朝桜 野洲北

濱田　大和 山口　月 田中　僚一 0 神山　流輝 岡本　千輝 清水　港介

水口 朝桜 栗東 1 水口 高穂 豊日

藤田　知樹 西川　幸来 竹内　駿平 2 中川　心 西岡田　歩夢 田渕　凪

守山北 長浜北 石部 2 長浜西 湖西暁ジュニア 栗東

小島　聖司 廣瀬　創太 佐野　亮多 宮治　凜太郎 山本　大 林　祐一郎

石部 野洲北 栗東 水口 高穂 長浜北

宮﨑　隆豪 鳥家　隼人 守矢　洋祐 0 2 小島　冒大 岩越　大輝 永井　達也

高穂 長浜西 長浜北 0 1 中主 ゴーイング草津 石部

土川　陽大 澤　知輝 木村　星斗 0 0 稲葉　大地 高井　李旗 松岡　俊介

市立守山 豊日 松原 0 長浜北 栗東 市立守山

髙瀬　翔琉 笠原　慶悟 左﨑　匠悟 2 鶴田　磨瑳斗 森野　裕大 細見　浩平

水口 長浜北 湖西暁ジュニア 0 石部 河瀬 朝桜

太田　享歩 濱田　愛朗 田中　優斗 森田　真輝志 小松　圭太 小島　和己

甲南 栗東 長浜西 0 豊日 野洲北 高穂

辻　泰幸 門谷　悠吾 松山　敦翔 0 0 小越　万貴人 玉井　飛羽 西出　竣貴

河瀬 朝桜 高穂 1 甲南 栗東 市立守山

大木　秀真 松下　武尊 長﨑　駿 清水　誠 相原　佑斗 山本　敬人

Crossover 河瀬 栗東 0 高穂 守山北 長浜西

塚田　堅心 名取　亮汰 藤原　健司 坂口　麗 河瀬　皓太 吉田　友也

長浜北 高穂 石部 石部 長浜北 中主

坪井　翔太郎 馬場　聖斗 嘉村　彼方 1 田口　宙 上田　悠月 田村　颯馬

水口 野洲北 長浜西 0 1 松原 水口 八幡西

土野　蒼太 北脇　悠果 藤田　一慧 1 小林　青葉 髙木　恒太 高岡　修平

石部 中主 松原 0 0 水口 野洲北 栗東

南出　義月 早藤　喜輝 村山　祐基 宮元　拓海 大田　諒幸 飯田　愛登

栗東 野洲北 長浜北 0 長浜西 朝桜 高穂

川島　叶 冨田　颯紀 前田　長武 2 山田　樹楠 奥村　陽太 丸野　晨太

平ジュニア 高穂 豊日 マロンジュニア 長浜北 豊日
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全日本卓球選手権大会（カデットの部）滋賀県予選会

平成２９年８月２６日

カデット女子（14歳以下） 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

井口　満希 畑佐　朱音 谷口　あかり 和田　乃亜

山卓 聖徳 水口 長浜西

石濵　日南子 杉江　奈月 國領　ひかり 2

甲南 長浜西 河瀬

横田　菜々 植村　美友 出口　結菜 0

石部 皇子山 長浜西

立岡　真歩 三井　咲希 盛　歌恋

河瀬 石部 八幡西 2

前田　沙心楓 林　愛菜 林﨑　ひかる

水口 朝桜 長浜西 2

松村　あかり 赤尾　帆乃香 中野　由季子 2

聖徳 長浜西 甲西北

佐藤　葵 谷口　奈乃子 福田　くるみ

皇子山 甲南 長浜西

滝井　友湖 加藤　愛美 草野　佳穂

皇子山 聖徳 長浜西 0

西村　知夏 田中　千尋 生水出　純奈

河瀬 長浜西 甲南 1

杉山　まど花 髙桐　彩 四谷　舞 0

水口 長浜西 八幡西

谷　瑞穂 庄　琉杏 松井　麻生佳

石部 長浜西 朝桜

松﨑　陽 堀　美咲 江川　穂香 0

朝桜 甲南 皇子山 0

小枝　栞菜 清水　あゆみ 大家　心

聖徳 中主 甲西北

杉本　理奈 市川　愛 村田　実紗希 清水　七那音

皇子山 河瀬 八幡西 長浜西
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全日本卓球選手権大会（カデットの部）滋賀県予選会

平成２９年８月２６日

カデット男子１部（13歳以下） 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

堀田　健政 白井　正樹 小松　直也 川添　柊和

聖徳 野洲北 水口 聖徳

宇坂　昭慶 松本　瑠貴 保木　克也 2

栗東 聖徳 高島クラブ

石田　普 村田　和稀 山元　七音 0

山卓 聖徳 山田卓友

石田　啓 中尾　優心 今田　怜治 0

山卓 マロンジュニア 聖徳

山本　真嵩 乙黒　円 安藤　璃駈

彦根JOY 聖徳 八日市Ｊｒ

間宮　貫太 高村　空羽人 種村　圭師

山卓 聖徳 水口

石橋　鷹次郎 佐藤　健太 渡邊　陽斗

彦根JOY マロンジュニア 聖徳 0

山本　悠路 木村　太軌 髙村　悠真 0

彦根JOY 市立守山 聖徳

田中　統也 川口　睦月 保田　一志

ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA 聖徳 聖徳

カデット女子１部（13歳以下）

１位 ２位 ３位 ４位

山本　真愛 齊藤　瑞稀 丸野　穂乃果 坪田　彩葉

平ジュニア 八幡西 彦根JOY 聖徳

木村　天音 田中　咲妃 栗川　夏理菜 0

山田卓友 ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA 聖徳

堀田　更紗 奥井　香湖 寺本　有羽

聖徳 彦根JOY ｺﾞｰｲﾝｸﾞ草津

川森　天詩 瓦﨑　珠結 岡田　まりあ

山卓 彦根JOY 聖徳

中西　知奈海 種村　享奈 吉田　いまり

平ジュニア 山田卓友 聖徳 0

舛木　詩菜 吉岡　沙帆 中村　結唯 清水　優佳

湖西暁ジュニア 八幡西 聖徳 聖徳
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14歳以下男子

決勝リーグ

髙橋　響生 山田　樹楠 奥野　拓磨 大木　秀真
彦根JOY ﾏﾛﾝｼﾞｭﾆｱ 山卓 Crossover

髙橋　響生
彦根JOY

山田　樹楠
ﾏﾛﾝｼﾞｭﾆｱ

奥野　拓磨
山卓

大木　秀真
Crossover

14歳以下女子

決勝リーグ

井口　満希 佐藤　葵 谷　瑞穂 杉本　理奈
山卓 皇子山中 石部中 皇子山中

井口　満希
山卓

佐藤　葵
皇子山中

谷　瑞穂
石部中

杉本　理奈
皇子山中

13歳以下男子

決勝リーグ

堀田　健政 山本　真嵩 間宮　貫太 田中　統也
聖徳中 彦根JOY 山卓 ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA

堀田　健政
聖徳中

山本　真嵩
彦根JOY

間宮　貫太
山卓

田中　統也
ｸﾞﾘｰﾝﾈｯﾄSHIGA

13歳以下女子

決勝リーグ

山本　真愛 堀田　更紗 川森　天詩 舛木　詩菜
平ｼﾞｭﾆｱ 聖徳中 山卓 湖西暁ｼﾞｭﾆｱ

山本　真愛
平ｼﾞｭﾆｱ

堀田　更紗
聖徳中

川森　天詩
山卓

舛木　詩菜
湖西暁ｼﾞｭﾆｱ 0－3 1－3 0－3 3 4

0－3 1－3 3－0 4 3

0－3 3－1 3－1 5 2

勝点 順位

3－0 3－0 3－0 6 1

1－3 3－2 1－3 4 3

0－3 3－0 3－1 5 2

1－3 0－3 2－3 3 4

勝点 順位

3－1 3－0 3－1 6 1

0－3 3－0 3－2 5 2

0－3 3－0 2－3 4 3

0－3 0－3 0－3 3 4

勝点 順位

3－0 3－0 3－0 6 1

0－3 1－3 0－3 3 4

0－3 3－0 3－0 5 2

0－3 0－3 3－1 4 3

勝点 順位

3－0 3－0 3－0 6 1



全日本卓球選手権大会（カデットの部）滋賀県予選会

平成２９年８月２６日

カデット男子２部（13歳以下） 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位

大木　亮人 池田　眞奈斗 辻村　泰信

Crossover 甲南 中主

隠岐　朋也 榊　大輝 田村　悠斗

守山北 栗東 水口

曳成　七斗 安藤　颯馬 伊藤　秀一 0

高穂 河瀬 長浜西 2

佐藤　伶哉 森岡　弘陽 坂本　慈恩

湖西暁ジュニア 中主 高穂

北川　直央 馬場　琥太郎 中野　湧斗 0 2

河瀬 松原 野洲北 0

足立　翔星 小島　直大 種村　蒼太 0

長浜西 中主 水口

竹若　賢人 笹野　哲平 松本　樹弥

甲南 湖西暁ジュニア 野洲北

上本　琉生 福井　浩貴 土田　亮太 0

朝桜 守山北 豊日

阪東　巧 門木　大輔 野洲　拓也 2 1

河瀬 高穂 中主 2

窪田　和真 茅原　涼馬 仲野　平祐

守山北 水口 河瀬 1

野口　裕太 山東　大輝 草野　剣佑

高穂 中主 長浜西 1 2

岸田　侑己 井口　雅也 笹原　蒼太 1

湖西暁ジュニア 守山北 長浜西

木村　優羽 安松　岳大 長谷川　柚生

甲南 野洲北 朝桜

前川　琉偉 北脇　駿一 阿部　知樹 0

豊日 中主 Crossover

川嶋　亮雅 森口　大永 武田　大成

彦根ＪＯＹ 栗東 長浜西

伴　真大 山﨑　貴士 稲垣　竣介 0

水口 野洲北 高穂

宇坂　英慶 水谷　仁 中野　晴登 2

マロンジュニア 河瀬 守山北

北村　智也 西川　昂佑 河本　航輝

彦根ＪＯＹ 中主 高穂

小浦　日向 兼田　絃気 井上　隆一

河瀬 湖西暁ジュニア 野洲北 0 1

林　和輝 木村　慶太 中村　陽介 1

守山北 豊日 長浜西

町田　亜希斗 岡田　一希 小川　重斉 0

朝桜 中主 甲南

森井　聖矢 西本　日向 西井　陽音 1

高穂 守山北 水口 1

浅里　巧真 小川　拓真 寺本　悠人

Crossover 野洲北 河瀬

山本　哲己 沖津　秀真 田中　佑樹 0

甲南 湖西暁ジュニア 長浜西

河村　潔輝 大槻　康太 勝部　凌羽

中主 高穂 豊日

今達　稜大 田中　慶 松本　健汰

高穂 河瀬 野洲北 0

大橋　幸太 寺田　祐輝 坂元　勇介

中主 朝桜 長浜西 2

井上　雅斗 別田　奏翔 森本　諒星

Crossover 守山北 豊日

㕝子　裕史 井関　凛太 林田　暁空

河瀬 野洲北 水口 1

木下　直哉 大西　涼太 萩原　佑音

甲南 栗東 守山北 0 0

青木　駿 小笠原　悠斗 岡田　一那

高穂 長浜西 石部 0

藤井　太一 堀口　晴一朗 田中　朝陽

中主 マロンジュニア 河瀬 0 2

水元　孝祐 富田　遥功 宇野　太智

守山北 水口 松原 2

三田村　匠文 米田　要 矢部　雅人

湖西暁ジュニア 野洲北 高穂
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全日本卓球選手権大会（カデットの部）滋賀県予選会

平成２９年８月２６日

カデット女子２部（13歳以下） 草津市総合体育館

１位 ２位 ３位 ４位

安田　明彩子 渡邉　菜由 李　舒宇 田部井　千聖

Crossover 朝桜 長浜西 八幡西

岡本　星季 田中　涼 菅　明日歌 0

水口 長浜西 中主

宅間　千紘 中川　実紅 向井　菜々美 0

甲南 長浜西 守山北

酒井　美咲 入江　菜友緋 村田　芽生 0

石部 河瀬 八幡西 1

濱﨑　彩花 笹野　稚菜 川瀬　理乃

甲南 湖西暁ジュニア 長浜西

黒河　佑理 村住　美紅 竹澤　陽 0

甲南 河瀬 長浜西 1

木村　真緒 西村　詩木 中川　琴恵

朝桜 水口 長浜西

堀井　茉佑 福本　ほのか 中川　世梨 0

中主 水口 長浜西

井上　由唯 山田　望晴 三好　ひなた 0

河瀬 石部 八幡西

田村　彩音 村方　愛梨 今元　茉那 0 0

野洲北 長浜西 水口

鵜飼　日菜汰 齋藤　慶都 德野　百映

水口 河瀬 長浜西

押谷　梨愛 川島　瑞生 奥山　和奏 2

長浜西 八日市Ｊｒ 甲南 2

木津　桃香 岡野本　優月 辻　愛果

湖西暁ジュニア 水口 長浜西 0

高田　理名 髙橋　実梨 大橋　怜奈

長浜西 朝桜 河瀬

廣瀬　史帆 横幕　紗花 大黒　成菜佳 2

水口 長浜西 八幡西 0 1

小林　香音 井上　夢葉 池本　麻里花

守山北 長浜西 甲南

木佐貫　真凜 高橋　チャーム 勝島　実生

甲南 長浜西 中主 0

井田　愛梨 山田　葵生 北脇　美佑

河瀬 長浜西 水口 0

田中　真央 廣川　温 生田　琉羽

甲南 長浜西 八幡西 0

市山　歩乃伽 大西　未紗 坂口　愛美

八日市Ｊｒ 長浜西 石部

平野　里奈 岩城　萌愛 大黒　百萌佳 1

中主 長浜西 八幡西 1

木村　理緒 松山　未希 秋山　萌

朝桜 水口 長浜西 0

礒貝　侑采 鈴木　里歩 重田　愛莉

河瀬 長浜西 八幡西 0

桑名　永 山本　綾乃 谷川　愛歩

山田卓友 長浜西 水口
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