
春季彦根卓球大会

平成２５年４月７日

彦根市民体育センター

一般男子

１位 ２位 ３位 ４位
寺田 深尾 山田 須川
近江高 個人 彦根総合高 長浜北高
岸下 林 松野

滋賀大学 彦根工高 HIKONE･JOY
大橋 辻 河口
近江高 河瀬高 長浜北高 1

佐藤 丸岡吉 国領 2

彦卓会 HIKONE･JOY 彦根総合高
池上 田中 若林
近江高 滋賀大学 彦根翔陽高
西村 岡林 矢野 1

近江高 ＢＳｸﾗﾌﾞ 長浜北高
武田 竹田 田中 1

山卓 河瀬高 彦根総合高
國分 谷澤 藤田

滋賀大学 南卓ｸﾗﾌﾞ 河瀬高
伊藤 寺西 川瀬

HIKONE･JOY 個人 長浜北高
田藤 磯部 伊藤
彦卓会 彦根工高 彦根翔陽高
村岸 藤林 中川
近江高 彦根総合高 ＩＴＣ 2

岩﨑 大橋 山中 2

近江高 彦根翔陽高 中央中教員
樋口 篠原 宮部拡
ＮＣＴ 八日市ｸﾗﾌﾞ 長浜北高 1

三橋 竹内 真栄城
近江高 ＢＳｸﾗﾌﾞ 河瀬高
武市 辰己 那須
彦卓会 彦根総合高 ＩＴＣ
佐伯 中野 能政
近江高 長浜北高 たちばな
大橋 吉川 小幡
ＮＣＴ 彦根総合高 河瀬高 1

北川貞 宮部智 後藤
彦卓会 長浜北高 彦根工高
澤田秀 瀧口 今坂
滋賀大学 近江高 彦根翔陽高
中川 藤居 深尾
近江高 彦根工高 彦根総合高
住田 西 小川

滋賀大学 HIKONE･JOY 長浜北高
田辺 川崎 丸山

美浜ｽﾎﾟ少 近江高 ＢＳｸﾗﾌﾞ
福田 服部 大迫
彦卓会 河瀬高 彦根総合高 1

吉田 辻 福井 2

近江高 長浜北高 八日市ｸﾗﾌﾞ
松宮 井下 吉田

HIKONE･JOY 河瀬高 彦根翔陽高
北川 岡田 冨田
ＢＳｸﾗﾌﾞ 近江高 彦根総合高
澤田隆 坪井 丸岡健
滋賀大学 卓誠会 HIKONE･JOY
東山 中村 根本 2

近江高 河瀬高 彦根工高 2

吉田 寺田 加田
南卓ｸﾗﾌﾞ 彦根総合高 長浜北高 1

北川達 岡本 阪口 上林
彦卓会 近江高 八幡商高 彦根翔陽高
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春季彦根卓球大会

平成２５年４月７日

彦根市民体育センター

一般女子

１位 ２位 ３位 ４位

角野 相馬 大橋

HIKONE･JOY 近江高 河瀬高

髙橋 田藤 髙橋

長浜北高 彦卓会 彦根翔陽高

野坂 福山 中野 1

近江高 河瀬高 たちばな

上田 清水 西窪 1

南卓ｸﾗﾌﾞ 長浜北高 河瀬高

西澤 仲村 藤居

近江高 長浜北高 たちばな

堤内 辻 末次 1

長浜北高 河瀬高 近江高 2

市川 林 大島

近江高 南卓ｸﾗﾌﾞ たちばな

林 村木和 吉山

HIKONE･JOY 河瀬高 長浜北高

藤井 大窪 井田

近江高 彦根翔陽高 ＢＳｸﾗﾌﾞ 1

伊勢川 仲谷 奥沢

ＩＴＣ HIKONE･JOY 長浜北高 1

川畑 村木咲 中村

近江高 河瀬高 長浜北高
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春季彦根卓球大会

平成２５年４月７日

彦根市民体育ｾﾝﾀｰ

少年男子

１位 ２位 ３位 ４位
渡辺 辻井 大水 東山

JOY 河瀬中 長浜西中 中央中

横幕 今川 片山 佐古

長浜西中 日野中 湖北中 伊吹山中

西河 西村 満田

日野中 河瀬中 湖東中
川瀬 岩佐 寶藤
愛知中 湖北中 中央中

清水 寺沢 西村 奥村

長浜西中 東中 伊吹山中 双葉中 1

廣瀬 植 久保　春 嘉藤

長浜西中 愛知中 伊吹山 湖北中

今井 松居 大蔵 2

山卓 伊吹山中 愛知中

吉田 藤田 山村

中央中 東中 稲枝中

川瀬 東郷 田中 稲森

中央中 双葉中 長浜西中 日野中

秋山　達 岩泉 久保　雅
美浜 東中 伊吹山中

安田 吉川 長野 尾本 1

長浜西中 稲枝中 双葉 中央中
谷澤 筧 西澤 林
東中 長浜西中 河瀬中 中央中 2

宮崎 広瀬 岡田 水野

長浜西中 稲枝中 JOY 愛知中

庄司 前田 谷本 1

双葉中 日野中 中央中 1

矢守 居川 外村 齋藤

山卓 長浜西中 愛知中 中央中

中川 堀井 寺元 山田
河瀬中 東中 中央中 長浜西中

横田 山添 清水 折戸

長浜西中 日野中 伊吹山 中央中

田辺 岡田 辰巳
美浜 中央中 湖東中 1

小菅 小林 堀田

中央中 愛知中 JOY

八田 山田　晃 与村 林
愛知中 伊吹山中 長浜西中 湖北中 1

田中 上嶌 勝間 荻野

美浜 長浜西中 愛知中 河瀬中

小林 竹村 堀田
湖東中 中央中 東中
岡 山田　将 堀江

稲枝中 伊吹山中 伊吹山中

小谷 永瀬 御堂河内 村木

長浜西中 中央中 愛知中 河瀬中
山脇 川森 土田 薩摩
東中 山卓 長浜西中 中央中

髙橋 安地川 川上 増治

JOY 愛知中 長浜西中 日野中 1

本咲 曽我 仲谷 谷口
長浜西中 湖北中 伊吹山中 中央中 2

渡辺 中島 清水 中野

美浜 長浜西中 美浜 中央中
西野 三輪 藤原

美浜 中央中 河瀬中

村木 中田 増見

中央中 愛知中 河瀬中

吉原 今中 近藤 寺本

長浜西中 双葉中 湖北中 中央中
西尾 喜田 福永 滝澤

中央中 稲枝中 長浜西中 伊吹山中

松村 秋山　智 膽吹 長谷川

長浜西中 美浜 伊吹山中 東中

中川 西川 岡野
稲枝中 中央中 東中

西村 則久 大野 藤居

長浜西中 愛知中 河瀬中 伊吹山

中島 古市 大橋
JOY 愛知中 河瀬中 1

池田 満井 風間 岡部

伊吹山中 河瀬中 長浜西中 愛知中

鳥家 鈴木 千田 北村

長浜西中 河瀬中 伊吹山中 中央中

大野 野村 乃一
日野中 愛知中 河瀬中
三田 村永 池内 牧野

長浜西中 東中 中央中 中央中

北村 廣部 杉本
双葉中 河瀬中 湖北中

久保田 白石 安田 村田

山卓 長浜西中 中央中 日野中
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春季彦根卓球大会

平成２５年４月７日

彦根市民体育ｾﾝﾀｰ

少年女子

１位 ２位 ３位 ４位
辻 中島 神田 金澤

河瀬中 長浜西中 東中 中央中

山本 北村　友 吉田

中央中 中央中 浅井中

四塚 四ツ橋 淺賀 西野

長浜西中 美浜 中央中 中央中

田辺 堀 山田彩 川森

美浜 中央中 長浜西中 山卓

岩嵜早 村長 大西 川村

長浜西中 JOY 東中 稲枝中 1

岩﨑風 寺崎 内堀 北村　優

長浜西中 美浜 東中 中央中

西村 雨森 清水 堤 1

中央中 八日市ク 長浜西中 河瀬中

北村　あ 松岡 矢野坂

中央中 中央中 東中

坂口 大橋　朋 保花　涼 野村

長浜西中 東中 美浜 中央中

北村　菜 前田 黒木

中央中 美浜 稲枝中 1

田口 亀村 北川 田端

稲枝中 長浜西中 東中 中央中

中川 中村 今西 加田 1

長浜西中 東中 中央中 河瀬中

岩前 西村 武田

中央中 東中 稲枝中

加藤 野田 保花　杏 高田

長浜西中 稲枝中 美浜 中央中

藤本 松井 永芳 2

美浜 中央中 中央中

伊藤 大橋 亀井 堀内

長浜西中 河瀬中 東中 中央中

鈴木 箕浦 澤井 廣島

八日市ク 長浜西中 美浜 中央中

森 辻 若林 保原

長浜西中 東中 中央中 浅井中

川嶋 川合 大橋　美 塚本

河瀬中 長浜西中 東中 中央中

片山 清水 岩尾

美浜 中央中 稲枝中

高山 馬場 森 宇田川

長浜西中 河瀬中 稲枝中 稲枝中

早川 大橋 川人

稲枝中 中央中 中央中

三原 陌間 堀口 新 1

中央中 河瀬中 稲枝中 長浜西中 1
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