
春季彦根卓球選手権大会（個人の部）

平成24年4月8日

一般男子 彦根市民体育センター

(河瀬高) 85

43 北川達 (彦卓会) 田村 (近江高) 86

42 澤田秀 (滋賀大学) 澤山

(米原高) 83

41 田中 (彦根総合高) 土田 (個人) 84

山田 (彦卓会) 82

40 佐伯 (近江高) 井室

39

荒堀 (彦根工)

38 谷澤 (南卓クラブ)

37 宮坂 (河瀬高) 80

丸本 (近江高) 81

(滋賀大学) 78

(個人) 7936 田邊 (近江高) 山脇

35

寺西 (個人)

住田

(米原高) 西

(ＢＳｸﾗﾌﾞ) 76

34 寺田 (河瀬高) 北川貞 (彦卓会) 77

33 岡田 (ＢＳｸﾗﾌﾞ) 丸山

(河瀬高) 74

32 寺田 (近江高) 黒田 (滋賀大学) 75

31 戸田 (米原高) 宮下

(近江高) 72

30 吉田 (城南卓球ｸﾗﾌﾞ) 千代延 (ＮＣＴ) 73

29 田藤 (彦卓会) 村岸

(彦根工) 70

28 真栄城 (河瀬高) 藤野 (米原高) 71

27 曽我 (滋賀大学) 磯部

(彦根総合高) 68

26 村上 (彦卓会) 松田 (米原高) 69

25  大西  (河瀬高) 岩佐

(彦卓会) 66

24 岡林 (ＢＳｸﾗﾌﾞ) 川崎 (近江高) 67

23 西村 (近江高) 渋谷

(ＮＣＴ) 64

22 加藤 (滋賀大学) 楠谷 (近江高) 65

21 樋口 (ＮＣＴ) 大橋

(河瀬高) 62

20 寺田 (米原高) 田邊 (米原高) 63

19  服部  (河瀬高) 竹内

(近江高) 60

18 東山 (近江高) 勝部 (滋賀大学) 61

17 門田 (卓誠会) 吉田

(彦根工) 58

16 山本 (彦卓会) 中村 (滋賀大学) 59

15 岩村 (彦根総合高) 根本

(近江高) 56

14 岩崎 (近江高) 佐藤 (彦卓会) 57

13 酒匂 (滋賀大学) 岡田

(山卓) 54

12 武田 (山卓) 坪井 (卓誠会) 55

11 田沢 (米原高) 今井

(滋賀大学) 52

10 深尾 (個人) 田邉 (ＢＳｸﾗﾌﾞ) 53

9 國分 (滋賀大学) 澤田隆

(河瀬高) 50

8 池田 (河瀬高) 寺田 (彦根総合高) 51

7 池上 (近江高) 馬場

(HIKONE･JOY) 48

6 石井 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 豊留 (近江高) 49

5 中澤 (河瀬高) 伊藤

(河瀬高) 46

4 福田 (彦卓会) 松本 (米原高) 47

3 北川 (ＢＳｸﾗﾌﾞ) 堀尾

(彦卓会) 44

2 深尾 (彦根総合高) 中川 (近江高) 45

1 福永 (近江高) 武市



春季彦根卓球選手権大会（個人の部）
平成24年4月8日

彦根市民体育センター

一般女子

17 弘中 (個人)

(伊吹山中) 32

16  平野都  (米原高) 角野 (HIKONE･JOY) 33

15 仁木 (HIKONE･JOY) 杉本

(河瀬高) 30

14 森 (エイト) 藤井 (近江高) 31

13 林 (河瀬高) 寺村

(河瀬高) 28

12 嶋貫 (米原高) 北村 (米原高) 29

11 矢田 (エイト) 元部

(近江高) 26

10 野坂 (近江高) 外村 (エイト) 27

9 福永 (伊吹山中) 西澤

(ＢＳｸﾗﾌﾞ) 24

8 平野愛 (米原高) 田藤 (エイト) 25

7 藤井 (河瀬高) 井田

(滋賀大) 22

6 市川 (近江高) 村田 (米原高) 23

5 伊藤 (HIKONE･JOY) 嶋本

(河瀬高) 20

4 村木咲 (河瀬高) 伊部 (個人) 21

3 末次 (近江高) 村木和

(近江高) 18

2 藤永 (エイト) 矢野 (米原高) 19

1 谷澤 (米原高) 川畑



春季彦根卓球選手権大会（個人の部）
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少年男子(1) 少年男子(2) 彦根市民体育センター

決勝戦 ３－０

 (HIKONE･JOY) 12795

堀江拓

筧

 内田

(河瀬中) 124

(伊吹山中) 125

94

93

(長浜西中) 126

92

谷口

谷澤

岸本

(彦根南中) 121

(中央中) 122

91

90

(彦根東中) 123

89

石畠

池田

大橋

(稲枝中) 119

88

87 上津 (伊吹山中)

(伊吹山中) 120

(伊吹山中) 117

岡野 (彦根東中) 11886

出水

今井 (山卓)

山田将

(中央中) 116

85

84

横幕 (長浜西中)

紀伊 (中央中)

(中央中) 114

松本 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 11583

横田

中村 (彦根南中)

牧野

(長浜西中) 113

82

81

稲光 (河瀬中)

 酒井鳥家  (中央中)（長西中）

(河瀬中) 111

西浦 (彦根南中) 11280

堀江悦

大橋 (彦根東中)

竹田

(伊吹山中) 110

79

78

川部 (八日市ｸﾗﾌﾞ)

佐古 (伊吹山中)

(湖東中) 108

川瀬 (中央中) 10977

吉原

山脇 (彦根東中)

草村

(長浜西中) 107

76

75

西尾 (中央中)

北川 (長浜西中)

(彦根南中) 105

西川 (中央中) 10674

久保田

中川 (河瀬中)

中居

(山卓) 104

73

72

千田 (伊吹山中)

北村 (中央中)

(中央中) 102

三須 (彦根東中) 10371

廣部

相川 (彦根南中)

村田

(河瀬中) 101

70

69

鈴木 (彦根東中)

西澤 (河瀬中)

(八日市ｸﾗﾌﾞ) 99

清水 (長浜西中) 10068

 中西藤田

北川 (伊吹山中)

若林

 (伊吹山中)（彦東中） 98

67

66

高田 (湖東中)

与村 (長浜西中)

織田 (長浜西中) 96

山之下 (彦根南中) 97

岩泉 (彦根東中)

三井 (河瀬中)

松永 (長浜西中)

疋田武 (彦根南中)

白石 (長浜西中)

小菅 (中央中)

日時 (伊吹山中)

(HIKONE･JOY)

寶藤 (中央中)

矢守 (山卓)64

65

32

2 岡本 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 33

1 西

35

3 仲谷大 (伊吹山中)

5 松村 (長浜西中)

34

4 小野 (彦根南中)

(河瀬中)

36

6  竹村長谷川  (中央中)（彦南中） 37

38

8 西川 (彦根東中) 39

7 藤田

41

村山 (河瀬中)9 池内 (中央中)

11 吉川 (稲枝中)

40

10 山田和 (伊吹山中)

42

12 阿部 (中央中) 43小谷 (長浜西中)

45

中川 (稲枝中)13 大菅 (彦根南中)

15 古川 (長浜西中)

44

14 仲谷美 (伊吹山中)

46

16 疋田安 (彦根南中) 47河口 (湖東中)

49

宇佐美 (中央中)17 大橋 (河瀬中)

19 蓮池 (彦根東中)

48

18 村木 (中央中)

50

20 宮﨑 (長浜西中) 51川森 (山卓)

53

林 (伊吹山中)21 小林 (湖東中)

23  荒屋敷新屋敷 (中央中)

52

22 尾崎 (伊吹山中)

54

24 古田瑛 (伊吹山中) 55西堀 (双葉中)

57

千田 (長浜西中)25 寺澤 (彦根東中)

27 廣瀬 (長浜西中)

56

26 澤田 (中央中)

28 西村 (長浜西中) 59飯田 (河瀬中)

61

平塚 (彦根南中)29 山田晃 (伊吹山中)

馬場 (彦根南中)

31 宮木 (山卓)

30 白澤 (河瀬中)

安河内 (彦根東中)

62

的場 (伊吹山中)

岡田 (中央中)

上嶌 (長浜西中)

川上 (長浜西中)

鈴木 (河瀬中)

吉田 (中央中)

山梶 (八日市ｸﾗﾌﾞ)

三輪 (中央中)

63

60

58

大水 (長浜西中)

久保 (伊吹山中)

古田真 (伊吹山中)

堀井 (彦根東中)

寺元 (中央中)

松居 (伊吹山中)

大野 (河瀬中)

寺村 (彦根南中)

松宮 (HIKONE･JOY)

西(HIKONE JOY) 織田(長浜西中)

永瀬 (中央中)

村長 (彦根東中)

森 (双葉中)
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少年女子 彦根市民体育センター

(中央中) 90

神田 (長浜西中) 91

45 田端 (中央中) 田中

(HIKONE･JOY) 88

44 児玉 (伊吹山中) 的場 (伊吹山中) 89

43 山中 (長浜西中) 寺田

(河瀬中) 86

42 大橋美 (彦根東中) 馬場 (八幡中) 87

41 大橋紅 (河瀬中) 大橋満

(中央中) 84

40 塚村 (中央中) 大橋朋 (彦根東中) 85

39 平田 (稲枝中) 淺賀

(中央中) 82

38 岩﨑 (長浜西中) 加藤 (長浜西中) 83

37 園田 (伊吹山中) 若林

(稲枝中) 80

36 大橋 (中央中) 堀江梨 (伊吹山中) 81

35 相馬 (八幡中) 池田

(長浜西中) 78

34 藤井 (彦根東中)  金澤  (中央中) 79

33  金井  (中央中) 岩嵜

(河瀬中) 76

32 森田 (伊吹山中) 岩前 (中央中) 77

31 河﨑 (長浜西中) 加田

(中央中) 74

30 高橋 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 山本 (八幡中) 75

29 西山 (中央中) 馬場

(彦根東中) 72

28 馬場 (伊吹山中) 宮﨑 (長浜西中) 73

27 北村乃 (中央中) 内堀

(伊吹山中) 70

26 嶋林 (八幡中) 北村 (中央中) 71

25 東 (稲枝中) 市川

(彦根東中) 68

24 久郷 (河瀬中) 鈴木 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 69

23 門脇 (稲枝中) 宮崎

(伊吹山中) 66

22 川橋 (八幡中) 今西 (中央中) 67

21 高田 (中央中) 岩崎

(河瀬中) 64

20 伊藤 (長浜西中) 佐野 (長浜西中) 65

19  松井  (中央中) 西川

(長浜西中) 62

18 土橋 (伊吹山中) 山本 (中央中) 63

17 滝本 (伊吹山中) 坂口

(伊吹山中) 60

16 北川 (彦根東中) 森 (稲枝中) 61

15 石田 (中央中) 世一

(八日市ｸﾗﾌﾞ) 58

14 河野 (八幡中) 藤村 (八幡中) 59

13 川嶋 (河瀬中) 井上

(河瀬中) 56

12 長谷部 (長浜西中) 山田 (中央中) 57

11 門野 (八日市ｸﾗﾌﾞ) 西岡

(中央中) 54

10 山田 (伊吹山中) 堀江瑠 (伊吹山中) 55

9 西村 (中央中) 堀

(稲枝中) 52

8 四塚 (長浜西中) 松岡 (中央中) 53

7 北村彩 (中央中) 田口

(中央中) 50

6 小野 (彦根東中) 谷井 (長浜西中) 51

5 高山 (長浜西中) 三原

 (伊吹山中) 48

4  藤田  (河瀬中) 中村 (彦根東中) 49

3 吉井 (八幡中)  清水

(八幡中) 46

2 野村 (中央中) 中島 (長浜西中) 47

1 古野 (伊吹山中) 秋村



大会 春季彦根卓球選手権大会（個人の部）
日時 平成24年4月8日
会場 彦根市民体育センター

1位 2位

福永 楠谷 岡田 田村

(近江高) (近江高) (BSクラブ) (近江高)

角野 谷澤 川畑 弘中

(HIKONE JOY) (米原高) (近江高) (大津商教員)

西 織田 西堀 森

(HIKONE JOY) (長浜西中) (双葉中) (双葉中)

鈴木 古野 世一 馬場

(八日市クラブ) (伊吹山中) (伊吹山中) (伊吹山中)

3位

一般男子

一般女子

少年男子

少年女子


