
２０２２年１０月１５日

少年男子の部 稲枝中学校体育館

1位 2位 3位
松山 司 首藤 悠風 岡田 空
ＪＯＹ 中央中 彦根東中

荒川 陸人 川田 楓馬 上田 輝
八日市ｼﾞｭﾆｱ 彦根南中 豊日中
徳永 瀧蓮 高井 遼祐 晝田 皇貴
双葉中 稲枝中 河瀬中
村 優輝 東田 堅伸 坂谷 和稀
中央中 彦根東中 八日市ｼﾞｭﾆｱ
辻 翔真 山田 太郎 藤本 來夢
稲枝中 豊日中 彦根南中 1

三浦 聡真 横田 大成 林 柊音
彦根東中 双葉中 彦根南中
松井 陸 押谷 悠希 長﨑 義生
彦根南中 中央中 河瀬中

植田 可夢偉 髙野 泰正 伊藤 陸
豊日中 彦根東中 彦根南中

八木 悠真 西澤 直希 益子 朋也
稲枝中 八日市ｼﾞｭﾆｱ 中央中 1

小林 優希 小菅 蓮斗 高橋 佑宜
双葉中 中央中 彦根東中
吉岡 玲 西野 温稀 林﨑 幸太 2

彦根南中 稲枝中 河瀬中 2

中川 響希 竹内 陽琉 清水 絆斗
彦根東中 八日市ｼﾞｭﾆｱ 豊日中
田中 佑弥 村上 天翔 清田 耕生
彦根南中 中央中 稲枝中
秋田 羚弥 國友 亮太 谷口 琥太郎
山卓 双葉中 彦根東中

呉 千豪 村岸 浩志 伊藤 心優
彦根東中 豊日中 中央中
谷内 陽音 中川 拓海 村瀬 平悟
彦根南中 稲枝中 双葉中
増田 蒼大 若井 健太朗 大橋 瑛暉
八日市ｼﾞｭﾆｱ 河瀬中 中央中
佐渡 悠汰 小山田 彰也 河邊 蓮
彦根東中 中央中 稲枝中
本田 優生 仁科 憲明 落部咲玖樹
豊日中 双葉中 彦根南中

小松 晟士 五味 悠 中川 峻 1

彦根東中 中央中 稲枝中
村田 晴道 川口 響 藤岡 歩夢 1

双葉中 八日市ｼﾞｭﾆｱ 彦根南中
辻 翔太 髙田 賢一 福坂 珀斗 １

彦根南中 中央中 稲枝中
宮野 遥斗 酒井 駿輔 三谷 悠真
双葉中 河瀬中 彦根東中

加藤 暁人 古林 虎之助 酒井 束颯
豊日中 稲枝中 中央中

福永 和馬 池部 晴登 牛島 圭悟
八日市ｼﾞｭﾆｱ 彦根東中 彦根南中
松枝 義陽 加藤 嘉座 小篠 奏磨 2

稲枝中 彦根東中 中央中
辻 陸翔 夏原 利空 黒川 敏寛
稲枝卓栄会 双葉中 彦根南中
杉山 陽琉 北島 淳揮 砂川 天佑
彦根南中 豊日中 ＪＯＹ
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秋季彦根卓球選手権大会
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２０２２年１０月１５日

少年女子の部 稲枝中学校体育館

1位 2位 3位
遠藤 寧々 福島 日和 福地 桃羽
山卓 稲枝中 彦根東中

澤頭 日菜乃 鈴木 優菜 安福 玲央
彦根東中 河瀬中 稲枝中
戸松 真生 川口 双葉 市橋 なな実
稲枝中 彦根東中 中央中

ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ佳乃 一井 瑞希 松山 真愛
彦根南中 中央中 稲枝中

熊谷 芙美佳 和田 佳菜未 影山 稚奈
ＪＯＹ 稲枝中 彦根東中
辻 絢心 李 心愛 木村 柚那
稲枝中 彦根東中 彦根南中 １

徳山 彩花梨 大村 璃央菜 若林 穂
彦根東中 稲枝中 中央中
中林 奏佳 北川 朋愛 滝 さくら ２

彦根東中 河瀬中 稲枝中
北村 真子 大橋 真湖 福沢 かな
ＪＯＹ 彦根南中 稲枝中

楠亀 咲愛 村上 聖来 高吉 初音
彦根東中 稲枝中 中央中
高橋 咲羽 柿添 夏稀 川村 菜摘
河瀬中 稲枝中 彦根東中

野田 結愛 國安 祐衣 田中 幸乃
稲枝中 彦根南中 稲枝中

西村 優花 寺田 美咲 大橋 亜梨
彦根東中 中央中 稲枝中
田中 祐香 西川 友花 小嶌 彩聖 １

稲枝中 彦根東中 彦根南中
谷口 ももか 田邉 美涼 山田 沙季
河瀬中 彦根東中 稲枝中

西川 瑚乃 山田 真菜 岩渕 心優
稲枝中 彦根南中 彦根東中 １

西澤 葵 小池 海央 西村 朱莉 ２

稲枝中 彦根東中 中央中
小柳 智衣与 桒山 七海 安田 琴祢
稲枝中 彦根東中 河瀬中

川嶋 里衣奈 松本 耀子 江村 真由美
ＪＯＹ 彦根南中 稲枝中
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秋季彦根卓球選手権大会
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