
全日本卓球選手権大会滋賀県予選会

平成25年8月31日

彦根市民体育センター

カデット男子13歳１部
1位 2位 3位 4位

松宮　享平 木戸脇　賢人 磯部　翔太 和藤　颯馬

ＨＩＫＯＮＥ・JOY 皇子山 八日市Ｊｒ 甲西

川森　健竜 高橋　響生 足立　達哉

山　　卓 ＨＩＫＯＮＥ・JOY 甲西

堀田　健政 邑上　和也 中尾　竜也 1

ＨＩＫＯＮＥ・JOY 平ジュニア 栗東西

中野　颯真 大原　花日 山口　悟志

大津ジュニア 皇子山 甲西

矢守　幸太 中島　杏輔 西村　太一

能登川 ＨＩＫＯＮＥ・JOY 皇子山

今井　元気 佐々木　友生 西村　雅樹

山　　卓 甲西 八日市Ｊｒ

渡辺　拓海 佐々木　大智 伊藤　嘉宏

ＨＩＫＯＮＥ・JOY 大津ジュニア 甲西

宮木　宏輔 森本　光 江川　瑛裕

山　　卓 甲西 皇子山
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全日本卓球選手権大会滋賀県予選会

平成25年8月31日

彦根市民体育センター

カデット男子13歳２部
1位 2位 3位 4位

川島　叶 貴島　涼 宮本　祐太  古川　辰也
Crossover 瀬田 彦根南  栗東西 2

川口　智史 土倉　晃彦 中野　大誠  古川　雄大 1

栗東西 打出 石部  栗東西

池田　力 上原　航太 北村　純
竜王 瀬田 長浜西

松川　優大 伊東　智也 植村　輝流
石部 唐崎 瀬田

奥村　太一 吉田　悠斗 伊丹　渉
栗東西 長浜西 能登川 1 2

阪口　智盛 堤　周平 阪谷　圭亮
栗東西 長浜西 打出

後村　大輔 宮田　和弥 西中　竜斗
石部 栗東西 瀬田

中川　竜輝 西岡　亮太 甲斐　紘太
竜王 水口 石部

上嶌　優作 片岡　将也 袖岡　翔
栗東西 瀬田 打出

岩内　雅弥 北川　晴也 青柳　勇希
Crossover 長浜西 彦根南

大谷　優貴 川端　竜司 松田　英隆
彦根南 栗東西 松原

神里　学 八田　翔希 荒川　拓海
石部 打出 瀬田

告中　正悟 高橋　拓未 池田　岳流
石部 栗東西 彦根南

初田　剛志 小森　楓汰 石田　優希
Crossover 竜王 瀬田

筈井　元蔵 野依　俊輔 飯嶋　輝也 1

栗東西 野洲北 能登川 1

藤井　湧大 服部　有真 和泉　翔太
長浜西 瀬田 瀬田

小嶋　健太郎 連　大翔 赤羽　陸
打出 石部 彦根南

若井　湧多 野瀬　敦史 濱田　竜凪
竜王 彦根南 瀬田

中村　維吹 白木　仁啓 元中　渓太
石部 瀬田 長浜西

松田　拓未 小椎八重　輝 丸山　正義
栗東西 唐崎 松原

吉田　凌大 西端　右京 森　幸弥
打出 瀬田 能登川

遠藤　弘章 西杢比野　巧 宇藤　凌真
石部 Crossover 栗東西

竹内　優希 篠岡　果 秋山　将照 中村　公一 1

栗東西 長浜西 瀬田 彦根南 1
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カデット男子14歳
1位 2位 3位 4位

林中　和希 松山　直人 山田　大輔  白崎　竜汰

甲西 中主 長浜西  栗東
南部　裕一郎 森山　涼太 北川　敬也

市立守山 野洲北 彦根南
岡本　城志 横田　ニコラス 岸村　涼平

打出 松原 水口東
吉川　拓晃 鵜飼　健太郎 川崎　達晃

甲西 中主 打出
山井　駿 木村　良輔 田中　誠也

瀬田 能登川 中主 1
藤井　一輝 高谷　蓮 福永　淳人

水口 中主 長浜西
中野　湧介 橋本　達也  片山　亮

打出 中主  栗東
白川　裕大 米谷　直大 片山　尚樹

野洲北 彦根南 唐崎
森田　弘之介 田中　太智 市木　礁

中主 彦根南 野洲 1
中島　晶理 春山　諒斗 田中　啓大

長浜西 栗東西 野洲北
岡田　亜希彦 佐々木　裕人 河村　諭瑠 1

ＨＩＫＯＮＥ・JOY 石部 中主
高橋　楓季 田井中　大樹 白鳥　遊大

ＨＩＫＯＮＥ・JOY 能登川 中主
小竹　智大 髙橋　優太 野村　源生

甲西 彦根南 栗東
生田　直也 竹林　稜平 北中　佑弥

打出 松原 野洲北
石川　慎 篠原　悠真 辻　亮喜 1

中主 野洲 能登川
下村　竜矢 長澤　柚輝 奥村　広明 2

水口 瀬田 野洲北
久保田　慶介 谷村　亮輔  嶋村　聡史

山卓 水口  野洲北 2
木坂　淳平 栁　知希  山本　祥平
市立守山 中主  栗東 1

廣利　雄基 藤本　健太郎 古賀　祐樹 2
皇子山 中主 打出 1

田中　真生 和田　悠暉 岩井　優弥

長浜西 彦根南 野洲北
安武　和也 臼井　文哉 大安　健斗

瀬田北 水口東 野洲
伊藤　海生 竹中　涼 中江　雄斗

能登川 市立守山 栗東
三田　愛也 松崎　巧実 川田　航平 1

長浜西 中主 瀬田
村山　和哉 遠藤　学 比恵島　宏尚 1

打出 石部 野洲北
西尾　太希 藤村　昂資  村瀬　公哉

野洲 水口  中主
北川　湧基 川畑　圭右  土田　凌平 1

中主 彦根南  長浜西
岡田　貴利他 森本　将太 大西　宏弥

市立守山 甲西 中主
酒井　樹希 大西　完弥 山本　夏希

野洲 中主 松原
中江　敬元 森下　将吾 那須　亮太

野洲北 彦根南 能登川 1
山口　卯興 坂本　泰亘 本咲　薫

中主 水口東 長浜西
大捕　伽音 山本　順 石橋　大地 1

栗東西 皇子山 中主
山本　真也 米山　裕貴 小幡　達也
市立守山 甲西 彦根南 2

安田　直樹 中植　義斗 本部　浩太
長浜西 野洲北 中主

橋本　星希 岡本　悠人  石嶋　海斗 1
野洲 水口  唐崎

藤井　鴻佑 田中　優喜  石山　裕記
中主 彦根南  栗東

岡　拓実 山本　涼介 西村　大和
打出 市立守山 野洲北

岩田　祥平 岡崎　匠真 板倉　寿周
甲西 水口東 能登川 1

河村　知尭 津田　武蔵 佐野　博基 1
打出 竜王 野洲北

南井　勇斗 髙取　佑成 藤井　秀明
野洲 松原 中主

井入　俊昭 田中　輝 安田　元樹
打出 中主 栗東

藤井　優典 岩井　裕基 森野　暉康
水口東 野洲北 彦根南

西　大二朗 井上　裕太 柴野　和樹
中主 打出 能登川
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全日本卓球選手権大会滋賀県予選会

平成25年8月31日

彦根市民体育センター

カデット女子13歳１部

1位 2位 3位

林中　優依 山本　愛織 近藤　瑞葵
山卓 平ジュニア 甲西

川島　奈々加 荒尾　珠里 上岩　楓
Crossover 甲西 甲西

中野　深愛 西村　芽生 伊庭　夏希
大津ジュニア 八日市Ｊｒ 甲西

高田　菜々子 村長　りか 杉河　愛結
Crossover ＨＩＫＯＮＥ・JOY 甲西

清水　美歩 吉田　彩乃 國枝　葵
平ジュニア 瀬田 甲西 2

雨森　聖 加名山　穂香 松本　優佳
八日市Ｊｒ Crossover 甲西

奥村　恵 川森　天詩 日野　華奈
Crossover 山　　卓 甲西 1
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全日本卓球選手権大会滋賀県予選会

平成25年8月31日

彦根市民体育センター

カデット女子13歳２部
1位 2位 3位 4位

杉本　桃菜 伊藤　遥香 山中　悠歌 周防　若菜
伊吹山 朝桜 長浜西 中主

神尾　百香 平井　杏華 大橋　未果

水口東 朝桜 長浜西

堀江　真帆 近藤　桃香 宮野　未来
伊吹山 石部 栗東西

木下　茉希子 菅谷　琴音 平井　麻梨奈
中主 朝桜 能登川

北村　七海 千田　亜美 田中　優芽

長浜西 伊吹山 石部

橋本　涼帆 清水　優希 中野　真弥 １

伊吹山 朝桜 栗東西

西山　萌花 中村　育 池本　真帆

唐崎 長浜西 水口

本田　佳那恵 渡邊　寛香 長谷部　美和

中主 水口東 長浜西 ２

川崎　恵李 宮川　結衣 山堀　綾夏 1

瀬田 長浜西 伊吹山

島崎　いろは 中村　亜未 里見　悠衣 １

打出 朝桜 栗東西

中村　祐佳 小島　梓 山上　知紗 ２

長浜西 中主 栗東西

瀧上　萌愛 四谷　美玖 神崎　アリサ

伊吹山 朝桜 石部

髙橋　未来 加納　志織 古賀　悠
伊吹山 大東 栗東西

綾井　怜 井口　瞳 上野　優奈

栗東西 中主 朝桜

木村　美璃亜 川崎　美幸  木下　茜音 1

長浜西 栗東西  水口

中村　夏摘 北川　百華 木戸　彩月

瀬田 伊吹山 朝桜 2

松尾　美夢 経田　真帆  竹中　優里 1

唐崎 栗東西  能登川

福永　杏紅 中尾　華純 山中　莉花

伊吹山 水口東 朝桜

北川　眞羽 北村　幸花 奥村　澪
長浜西 栗東西 朝桜

伊藤　あかり 伊賀並　愛佳 野村　かのん

石部 伊吹山 長浜西

左﨑　佑果 野口　芹菜 奥野　有紀子

水口東 朝桜 栗東西

竹花　成美 渡辺　桃香 宮島　沙弥
長浜西 石部 伊吹山

北脇　範子 泉　日和 宮下　結衣

中主 伊吹山 朝桜

前田　柚果 喜舎場　麻衣 宮崎　みのり
長浜西 大東 栗東西

鷲見　桃香 小倉　由佳 水落　若菜
中主 伊吹山 水口

福井　美紅 西河　陽子 古池　綾菜

朝桜 水口東 能登川

伊賀並　舞衣 清水　初美 木村　紗雪
伊吹山 長浜西 栗東西
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カデット女子14歳
1位 2位 3位

加藤　未央 髙木　茉緒 藤林　美岬

Crossover 伊吹山 栗東西
森野　水葵 石本　静香  松村　樹

能登川 石部  瀬田
千代　清加 佐野　愛友美 林田　捺希

甲西 唐崎 水口 2

真田　明香里 森田　真由 土田　亜津沙 1

水口 朝桜 大東
増岡　未紗 清水　咲帆  松谷　月菜

栗東西 彦根南  皇子山
山田　千紘 濵路　友美 森屋　義江 2

長浜西 唐崎 能登川
児玉　柚香 川田　真梨華 田中　里歩

伊吹山 水口東 大東
上野　まひろ 箕浦　鈴 細野　海里 2

中主 長浜西 打出
早川　愛菜 栗本　涼香 江川　香澄 2

石部 伊吹山 皇子山
新　美乃理 小林　文音  田中　優羽

長浜西 水口  瀬田
小川　詩織 栁澤　萌 多賀　帆乃花

水口東 唐崎 伊吹山
馬場　玲奈 林　和加菜 戸田　李夢

栗東西 伊吹山 水口
中江　真唯 角田　京香 山田　彩加

皇子山 彦根南 長浜西
奥邨　亜美 宮島　未早 尾木　舞香 1

水口 石部 伊吹山 2

藤井　はな 中町　友希 寺脇　聖奈

中主 長浜西 大東
福居　仁渚 角　知都世 吉良　美羽 1

伊吹山 栗東西 能登川
森　あすか 宮島　南帆 堀田　紗矢

長浜西 甲西 唐崎
近藤　あおい 児玉　紗菜  田井中　日和

唐崎 皇子山  能登川
松本　祐佳 津田　七海 尾崎　愛莉

水口 中主 伊吹山
清水　乃衣 後藤　夕佳 中村　寛実

長浜西 伊吹山 水口
熊谷　桃佳 執行　百香 中野　里南

唐崎 大東 石部
園田　美空 黒木　美帆 永後　結

伊吹山 皇子山 彦根南
福田　亜佳里 高田　涼加 橋本　莉菜

伊吹山 栗東西 水口
亀村　真子 川端　美喜子 澤田　綾 1

長浜西 唐崎 瀬田
山本　栞奈 斉藤　ひとみ 田中　柚衣

甲西 石部 大東
能川　冴子 川合　杏奈 菊地　七海

石部 長浜西 朝桜
小川　彩希 吉川　愛理寿 西堀　百音

伊吹山 中主 彦根南 1

裏本　彩香 今中　紗香 水谷　渚

唐崎 伊吹山 能登川
谷　絵理奈 山本　ちひろ 藤巻　美奈

栗東西 甲西 瀬田 1

淺野　有希 児玉　有里紗  松原　由依 1

瀬田 伊吹山  水口
杉本　絵里 中川　莉沙 中辻　るう

皇子山 長浜西 大東
瀧井　遥香 長濱　はるか 山田　智美

水口 水口東 唐崎
中村　さくら 久保　美奈 草野　伶奈

栗東西 伊吹山 大東
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カデット男子（１３歳以下１部）シングルの部決勝リーグ

松宮　享平
ＨＩＫＯＮＥ・ＪＯＹ

宮木　宏輔
山　卓

矢守　幸太
能登川中学校

中野　颯真
大津ジュニア

カデット女子（１３歳以下１部）シングルの部決勝リーグ

林中　優衣
山　卓

雨森　聖
八日市Ｊｒ

高田　菜々子
Crossover

川島　奈々加
Crossover

カデット男子（１４歳以下）シングルの部決勝リーグ

林中　和希
甲西中学校

西　大二朗
中主中学校

伊藤　海生
能登川中学校

安武和也
瀬田北中学校

カデット女子（１４歳以下）シングルの部決勝リーグ

加藤　未央
Crossover

中村　さくら
栗東西中学校

近藤　あおい
唐崎中学校

馬場　玲奈
栗東西中学校

№ なまえ 松宮　享平 宮木　宏輔 矢守　幸太 中野　颯真 得点 勝/負 順位

1 1-3 3-0 3-1 5 2

2 3-1 3-2 3-2 6 1

3 0-3 2-3 0-3 3 4

4 1-3 2-3 3-0 4 3

№ なまえ 林中　優衣 雨森　聖 高田　菜々子 川島　奈々加 得点 勝/負 順位

1 3-1 3-0 3-0 6 1

2 1-3 1-3 1-3 3 4

3 0-3 3-1 3-0 5 2

4 0-3 3-1 0-3 4 3

№ なまえ 林中　和希 西　大二朗 伊藤　海生 安武　和也 得点 勝/負 順位

1 2-3 3-0 3-0 5 2

2 3-2 3-0 3-0 6 1

3 0-3 0-3 1-3 3 4

4 0-3 0-3 3-1 4 3

№ なまえ 加藤　未央 中村　さくら 近藤　あおい 馬場　玲奈 得点 勝/負 順位

1 3-0 3-1 3-0 6 1

2 0-3 3-1 3-1 5 2

3 1-3 1-3 3-1 4 3

4 0-3 1-3 1-3 3 4


