
春季彦根卓球大会
平成２８年４月３日

一般男子 彦根市民体育センター

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

辻村 高橋 若林

（近江） （米原高） （多賀ｸ）

平塚 中川 森下 2 河口 片山 雨宮

（米原高） （彦卓会） （多賀ｸ） （BSｸﾗﾌﾞ） （彦根工高） （伊香高）

山田 大塚 倉富
1

村木 前川 松本

（長浜北高） （河瀬高） （彦根総合高） （河瀬高） （米原高） （彦根JOY）

小川 鳥家 河崎 1 2 久世 中川 阪田

（八日市ｸﾗﾌﾞ） （伊香高） （彦卓会） （近江高） （ＩＴＣ） （伊香高）

三ヶ山 川嶋 善利
1

津田 中谷 小杉

（近江） （BSｸﾗﾌﾞ） （彦根工高） （彦卓会） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （河瀬高）

ﾒﾝﾄﾞｰｻ 大蔵 和田 廣間 小林 小橋

（近江） （河瀬高） （彦根総合高） 1 （近江高） （米原高） （彦根総合高）

奥 板倉 山本 北川 中井戸 林

（滋賀大） （彦根工高） （米原高） （BSｸﾗﾌﾞ） （近江高） （伊香高）

丸岡吉 大川 増見 2 田村 大橋 水上

（彦根JOY） （伊香高） （河瀬高） 1 （南卓ｸﾗﾌﾞ) （河瀬高） （伊香高）

山田 角田 松村 河口 森 清水

（彦卓会） （米原高） （長浜北高） （彦卓会） （近江高） （長浜北高）

山本 西村 重吉 1 三ツ池 広瀬 下山

（近江） （長浜北高） （米原高） （滋賀大） （米原高） （河瀬高）

荻野 谷澤 千田 1 田中 池田 藤原

（河瀬高） （南卓ｸﾗﾌﾞ） （米原高） （近江高） （彦根工高） （河瀬高）

佐藤 野瀬 寺西 山崎 福井 菊田

（滋賀大） （BSｸﾗﾌﾞ） （多賀ｸ） 1 （彦卓会） （八日市クラブ） （彦根JOY）

三栖 小山 川北 山田 朝見 大野

（個人） （近江高） （米原高） （個人） （伊香高） （河瀬高）

山口 増田 村松 竹内 松川 玉村

（BSｸﾗﾌﾞ） （ＩＴＣ） （河瀬高）
1

（BSｸﾗﾌﾞ） （米原高） （長浜北高）

岩田 堀 川瀬 堀田 吉田 藤原

（近江） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （彦根工高） （彦根JOY） （南卓ｸﾗﾌﾞ） （彦根総合高）

丸岡健 田藤 吉田 伊藤 清水 寺澤

（彦根JOY） （彦卓会） (近江高）
2

（近江高） （伊香高） （米原高）

山脇 岡田 近藤 1 髙田 藤野 池田

（河瀬高） （米原高） （伊香高）
1

2 （長浜北高） （近江高） （滋賀大）

北村 山田 吉川 坪井 三井 長野

（近江高） （彦根総合高） （米原高） （個人） （河瀬高） （米原高）

北川 諸頭 橋本 手原 桑原 藤澤

（彦卓会） （近江高） （河瀬高） （彦卓会） （彦根工高） （米原高）
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藤田 西山 藤本 江竜

（近江） （河瀬高） （長浜北高） （米原高）
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彦根市民体育センター

一般女子

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

辻 清水 四塚

1
（河瀬高） （長浜北高） （米原高）

山本 西村 矢田
1

寺村 岩前 岩﨑風

（近江高） （長浜北高） （彦根JOY） （彦根JOY） （近江高） （長浜北高）

雨森 南浮 陌間
2

名越 丸岡 田口

（彦根JOY） （米原高） （河瀬高） （滋賀大） （米原高） （河瀬高）

西岡 北川 仁木
2

森 林 楠岡

（近江高） （河瀬高） （彦根JOY） （長浜北高） （彦根JOY） （河瀬高）

伊藤 川原 井田 伊藤 飴野 川村

（長浜北高） （河瀬高） （BSｸﾗﾌﾞ） （米原高） （滋賀大） （河瀬高）

小川 楠 森
1

1
岩﨑万 田藤 外村

（長浜北高） （彦根JOY） （河瀬高） （長浜北高） （彦卓会） （彦根JOY）

綾部 的塲 木村
1

田中 川合 馬場

（滋賀大） （米原高） （河瀬高）
1

（近江高） （長浜北高） （河瀬高）
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早川 堀江 大橋 藤永

（長浜北高） （米原高） （河瀬高） （彦卓会）
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１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

高橋 疋田 井戸口 大賀 上野 大石
（彦根JOY） （彦根南中） （長浜北中） （長浜西中） （河瀬中） （彦根南中）

後藤 山本 高岡 2 四谷 橋本 坂本
（彦根東中） （愛知中） （彦根中央中） （朝桜中） （近兄中） （彦根中）
吉田 田中 西村 松岡 畑澤 横田
（朝桜中） （長浜西中） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （彦根中央中） （長浜北中） （彦根東中）

小川 石橋 人西 高橋和 前田 ｶﾐﾑﾗ
（近兄中） （彦根南中） （彦根東中） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （近兄中） （稲枝中）
川森 上田 嶋田 神薗 田邉 北川
（稲枝中） （長浜北中） （河瀬中） （彦根南中） （愛知中） （湖北中）
芳谷 近藤 田中 北川翔 村山 小川
（近兄中） （長浜北中） （稲枝中） 1 （長浜北中） （長浜西中） （彦根東中）

楠亀 黒田 金綱 山田 大呂 高栁
（愛知中） （彦根中央中） （彦根南中） （個人） （近兄中） （朝桜中）
北村 中川 廣瀬 1 澤 塩入 神崎

（長浜西中） （朝桜中） （近兄中） （稲枝中） （長浜西中） （彦根南中）

松山 北川 天谷 1 森 北川博 中嶋
（湖北中） （彦根中） （彦根南中） 2 （彦根中） （長浜北中） （彦根東中）

岡田 宮川 中西 坂田 山下 齊藤
（河瀬中） （長浜西中） （長浜北中） 2 （野洲北中） （彦根中央中） （近兄中）
勝田 晝田 川嶋 岩﨑 ｻﾝﾄｽ 山室

（野洲北中） （近兄中） （BSｸﾗﾌﾞ） （河瀬中） （長浜北中） （愛知中）
北川雅 平井 嶋津 山本真 野田 丹治
（長浜北中） （彦根中） （長浜西中） （彦根JOY） （近兄中） （長浜西中）

岸本 万木 岸 岡田 廣部 田中
（個人） （湖北中） （近兄中） （個人） （長浜北中） （河瀬中）
大前 深谷 寺本 2 川森 西川 辻
（河瀬中） （彦根南中） （彦根中央中） 2 （長浜北中） （稲枝中） （彦根南中）

杉本 大西 岡 八尾 桒山 中村
（近兄中） （長浜西中） （稲枝中） 1 （長浜西中） （近兄中） （彦根中）
赤田 奥村 吉岡 西村 大森 今井
（愛知中） （朝桜中） （彦根東中） 2 （愛知中） （湖北中） （長浜北中）

松島 廣井 堀田 藤野 田中 大塚
（長浜北中） （長浜西中） （彦根JOY） （彦根中央中） （彦根南中） （彦根東中）

岩根 堤 内山 1 森田 堀尾 塚田
（長浜西中） （彦根中） （愛知中） （朝桜中） （近兄中） （長浜西中）

西村 藤尾 田嶌 2 伊藤 山本悠 松川
（八日市ｸﾗﾌﾞ） （野洲北中） （長浜北中） （長浜西中） （彦根JOY） （稲枝中）
井川 中川 森田 福島 高橋直 大橋

（彦根南中） （近兄中） （彦根中央中） （長浜北中） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （河瀬中）
藤 野々口 雨森 渡邉 杉本 宇野

（湖北中） （河瀬中） （彦根JOY） 1 （彦根南中） （近兄中） （愛知中）
山村 中久保 伊波 土屋 橋本 藤井
（稲枝中） （長浜北中） （朝桜中） （野洲北中） （朝桜中） （彦根東中）

安河内 増田 石黒 松居 河瀬 山根
（彦根東中） （近兄中） （彦根南中） （近兄中） （長浜北中） （彦根中央中）
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少年女子 彦根市民体育センター

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

江藤 北村 戸田 小島 笩井 川合

（長浜西中） （彦根中央中） （河瀬中） （近兄中） （彦根中央中） （長浜西中）

中川あ 木村 木村 守田 杉山 西川

（彦根中） （近兄中） （稲枝中） （河瀬中） （長浜西中） （彦根中）

望田 田中 薗
2

奥井 田辺 外川

（朝桜中） （長浜西中） （彦根中央中）
1

（彦根JOY） （彦根東中） （彦根中央中）

齊藤 山口 堀部 古川 小川 宮﨑

（八日市ｸﾗﾌﾞ） （彦根中央中） （河瀬中） （彦根中央中） （長浜西中） （彦根南中）

大水 中條 山元
1

島林 武田 尾本

（長浜西中） （彦根東中） （朝桜中） 1
2

（朝桜中） （稲枝中） （彦根中央中）

堀田 宮崎 大江 加藤 中村 塩川

（彦根JOY） （長浜西中） （彦根中央中） （長浜西中） （近兄中） （彦根中）

草加 藤井 宮本 浦川 辻川 藤居ゆ

（彦根中） （近兄中） （朝桜中）
1

（朝桜中） （河瀬中） （彦根東中）

藤井 髙田 角田 1 長谷川 中川 村田

（朝桜中） （彦根中央中） （彦根南中） （長浜西中） （彦根中） （八日市ｸﾗﾌﾞ）

上嶌 堀内 藤井み 高倉 小倉 井口

（長浜西中） （河瀬中） （彦根東中） （朝桜中） （彦根南中） （彦根中央中）

町田 本庄 土本 西島 森田 岩佐

（朝桜中） （長浜西中） （彦根中） （長浜西中） （彦根中） （河瀬中）

島川 石崎 桂 板東 小島 瓦崎

（彦根南中） （彦根中央中） （河瀬中）
1

（彦根中央中） （朝桜中） （彦根JOY）

大畑 八賀 丸野 1 田邊 大橋 坪田

（彦根東中） （彦根中央中） （彦根JOY） （稲枝中） （彦根中） （八日市ｸﾗﾌﾞ）

吉原 山本 伊庭 西島 後藤 塚本

（長浜西中） （彦根中） （彦根中央中） （長浜西中） （朝桜中） （彦根中央中）

押谷 小籔 木村 岡田 山口 北川

（近兄中） （長浜西中） （朝桜中） （個人） （彦根南中） （彦根中）

菊川 齊藤 小谷 和田 押谷 丹治

（彦根東中） （彦根中央中） （彦根中） （近兄中） （彦根中央中） （長浜西中）

塚田 小林 石原 北川 江龍 小野

（彦根中） （河瀬中） （彦根南中） （河瀬中） （彦根中央中） （彦根中）

藤本 伊藤 森田 上本 小財 伊吹

（稲枝中） （長浜西中） （彦根中央中） （朝桜中） （彦根中） （長浜西中）

蓮池 柴田 池田

（彦根東中） （彦根南中） （彦根中央中）
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