
彦根新人卓球大会
平成２９年２月１９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

ﾒﾝﾄﾞｰｻ 伊藤 吉川 宮住 山下 松川

（近江高Ｇ） （翔西館） （米原高） （彦卓会） （長北新長北） （米原高）

植松 藤元 森野 1 増田 諸頭 岡田

（彦根工） （長浜高） （米原高） （ＩＴＣ） （近江高Ｇ） （長浜高）

奥野 田村 髙橋 岩越 絹川 藤澤典

（山卓） （南卓ｸﾗﾌﾞ） （長北新長北） （近兄社高） （ひーむす） （米原高）

津田 甲斐 近藤 1 大西 川嶋 梶木

（彦卓会） （長北新長北） （米原高） （近兄社高） （ＢＳｸﾗﾌﾞ） （彦根工）

矢守 田中 野瀬 1 中村 小林 三ヶ山

（近兄社高） （長浜高） （ＢＳｸﾗﾌﾞ） 1 （米原高） （虎姫高） （近江高Ｇ）

冨田 岡田 林 辻 若林 角田

（近兄社高） （米原高） （彦根工） （近兄社高） （彦根工） （米原高）

藤野 村居 山本航 伊藤 金子 藤元

（近江高Ｇ） (ﾚｲﾝﾎﾞｰｸﾗﾌﾞ) （米原高） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （彦卓会） （長北新長北）

小田 清水 丸岡 1 2 八木 安田 江竜

（ＢＳｸﾗﾌﾞ） （長北新長北） （彦根JOY） （彦根JOY） （虎姫高） （米原高）

石井 武田 宮本 1 2 1 井上 広瀬 本咲

（八日市ｸﾗﾌﾞ） （近兄社高） （米原高） 2 （ＢＳｸﾗﾌﾞ） （米原高） （長浜高）

神田 中井戸 佐々木 中村 若林 北川

（虎姫高） （近江高Ｇ） （翔西館） 2 （彦卓会） （多賀ｸﾗﾌﾞ） (八幡木曜ｸ）

樋口 善利 乃一 2 2 伊藤 森下 山本直

（彦卓会） （彦根工） （米原高） （近江高Ｇ） （翔西館） （米原高）

藤井 饗庭 北川 1 岡 高田 竹山

（近兄社高） （虎姫高） （米原高） 2 （近兄社高） （長北新長北） （米原高）

山口 髙橋直 玉村 1 堤 久世 前川

（ＢＳｸﾗﾌﾞ） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （長北新長北） （虎姫高） （近江高Ｇ） （長浜高）

河口 滝本 桑原 1 1 田藤 上田 森

（彦卓会） （米原高） （彦根工） （彦卓会） （彦根JOY） （米原高）

坪井 奥野 薩摩 1 森 坂田 大橋

（個人） （近兄社高） （翔西館） （近江高Ｇ） （彦根工） （八日市ｸﾗﾌﾞ）

小山 井上 髙橋 北川 小島 山本涼

（近江高Ｇ） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （米原高） （ＢＳｸﾗﾌﾞ） （近兄社高） （米原高）

北村 中川 藤澤誠 1 渋谷 福田 山脇

（近江高Ｇ） （ＩＴＣ） （米原高） 1 （彦卓会） （翔西館） （米原高）

堀田 辻村 松本 1 1 渡辺 前川 奥沢

（彦根JOY） （長浜高） （虎姫高） 1 （彦卓会） （米原高） （長北新長北）

田邊 深尾 片山 上嶌 髙橋和 小林

（近兄社高） （米原高） （彦根工） （近兄社高） （八日市ｸﾗﾌﾞ） （米原高）

瀧澤 寺田 福田 畑井 中村 吉久

（米原高） （翔西館） （長北新長北） 2 1 （竜王西小） （長北新長北） （彦根JOY）

山崎 中川 重吉 北村 長野 元中

（彦卓会） （長浜高） （米原高） （翔西館） （米原高） （彦根工）

辻村 北村 片山

（近江高Ｇ） （米原高） （長浜高）
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彦根新人卓球大会

平成２９年２月１９日

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

畑仲 森満 村上 田中 國友 仁木

（近江高Ｇ） （長浜・長北高） （米原高）
1

（翔西館高） （長浜・長北高） （彦根JOY）

西村 楠 武田 1 安井 箕浦 中川

（長浜・長北高） （彦根JOY） （翔西館高） （米原高） （長浜・長北高） （虎姫高）

山中 北川 大島 林 川合 北川

（翔西館高） （長浜・長北高） （たちばなｸﾗﾌﾞ）
1

（彦根JOY） （長浜・長北高） （翔西館高）

小川 伊藤 小森 田藤 鬼塚 木戸

（長浜・長北高） （彦根JOY） （翔西館高） （彦卓会） （長浜・長北高） （翔西館高）

杉本 加藤 平塚 速水 千田 早川

（ひーむす） （米原高） （長浜・長北高）

1

（虎姫高） （長浜・長北高） （翔西館高）

上野 大槻 外村 森あ 長尾 藤永

（翔西館高） （長浜・長北高） （彦根JOY） （長浜・長北高） （米原高） （彦根JOY）

新 一谷 藤居

（虎姫高） （長浜・長北高） （米原高）
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彦根新人卓球大会

平成２９年２月１９日

少年男子 彦根市民体育センター

１位 ２位 ３位 １位 ２位 ３位

森 芝原 石光 古田優 野田 澤頭

（彦根中） （彦根東中） （浅井中） （浅井中） （湖東中） （彦根東中）

宇野 後藤 北川 1 石田普 安藤 中村

（湖東中） （彦根東中） （彦根中） １ （山卓） （彦根東中） （湖北中）

樋口 梅村 森野 石橋鷹 木戸 古川

（山卓） （浅井中） （湖東中） （彦根JOY） （近兄社中） （彦根中）

今井 増田 平塚 1 上原 北川 伊藤

（湖北中） （近兄社中） （彦根東中） 1 （湖東中） （湖北中） （浅井中）

大橋 西村 中川 大音 小川 守山

（湖東中） （彦根東中） （浅井中） 2 1 （稲枝中） （彦根東中） （彦根中央中）

野田 岩田 薮田敢 1 梶山 木口 人西

（近兄社中） （彦根中） （彦根中央中） （稲枝中） （浅井中） （彦根東中）

藤 草野蓮 田中愉 1 岸 稲本 塚本

（湖北中） （浅井中） （稲枝中） （近兄社中） （湖東中） （彦根中）

西村 赤井 國領 1 太田 堀田 辻

（稲枝中） （湖北中） （彦根東中） 1 （湖北中） （彦根JOY） （彦根東中）

草野蒼 小中 大野 塚田 杉江 薮田勇

（浅井中） （近兄社中） （彦根中） （彦根中） （浅井中） （彦根中央中）

加藤 大坪 横田 2 廣瀬 草刈 角川

（湖東中） （野洲北中） （彦根東中） 1 （近兄社中） （彦根東中） （湖北中）

ｶﾐﾑﾗ 藤村拓 河村 2 藤村 野依 杉沢

（稲枝中） （湖東中） （彦根東中） （湖東中） （野洲北中） （浅井中）

髙木 髙橋 宮本小 中村 田中 永富

（野洲北） （彦根中） （浅井中） （彦根中） （湖東中） （彦根東中）

竹村 北村 岡田 二藤部 川嶋 山田

（湖北中） （彦根JOY） （彦根東中） （近兄社中） （ＢＳｸﾗﾌﾞ） （浅井中）

澤居 橋本 水野 石田啓 馬場 清水

（湖東中） （近兄社中） （稲枝中） 2 1 1 （山卓） （野洲北中） （彦根東中）

岡田 田中 川森天 馬野 桒山 山本

（彦根中） （湖北中） （山卓） （湖東中） （近兄社中） （稲枝中）

折口 山﨑 松澤 山根 久保田 今村

（浅井中） （彦根東中） （湖東中） （彦根中央中） （彦根東中） （彦根中）

大呂 清水 廣瀬 1 山本真 丸岡 草野翔

（近兄社中） （浅井中） （野洲北中） （彦根JOY） （湖北中） （浅井中）

平井 中村 井上 大塚 小川 藤本

（彦根中） （湖東中） （彦根東中） （彦根東中） （湖北中） （旭森ｽﾎﾟ少)

山本悠 友田 田中稜 晝田 村田 宮本一

（彦根JOY） （湖北中） （稲枝中） （近兄社中） （彦根中） （浅井中）

山下 古田慶 横関 1 1 岡 束川 中嶋

（彦根中央中） （浅井中） （彦根東中） 1 （稲枝中） （彦根中央中） （彦根東中）

畑中 藤村力 宮澤 久木 本多 山中

（近兄社中） （湖東中） （野洲北中） （湖東中） （浅井中） （近兄社中）

村岸 真野 兼房 1 脇坂 早藤 吉川

（彦根東中） （野洲北） （湖北中） （湖北中） （野洲北中） （彦根東中）
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石橋虎 藤野 中信 廣瀬

（彦根JOY） （稲枝中） （近兄社中） （野洲北中）

齊藤 岡崎 小松 藤本

（近兄社中） （彦根中） （野洲北中） （旭森ｽﾎﾟ少）

川森健 田中浩 関口 大西

（山卓） （稲枝中） （彦根中） (近兄社中）



春季彦根卓球大会

平成２８年４月３日

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

川森 辻井 石原

（山卓） （浅井中） （彦根東中）

西馬 押谷祐 畑井 1 小林 辻美 三谷

（八幡中） （浅井中） （竜王西小） （八幡中） （稲枝中） （彦根中）

松村 福澤 鉢木 1 塩川 大西 河本

（八日市ｸﾗﾌﾞ） （稲枝中） （八幡中） （彦根中） （八幡中） （彦根東中）

奥村 神田 福地 村居 西村 木村

（彦根中） （八幡中） （彦根東中） （浅井中） （彦根中） （稲枝中）

外川 藤野 来本 高藤 藤井泉 宮城

（彦根中央中） （稲枝中） （浅井中） （八幡中） （彦根東中） （浅井中）

押谷日 塚本 西山 木津 西池 関口

（浅井中） （彦根中央中） （八幡中） 2 （八幡中） （浅井中） （彦根中）

安居 藤本 堀江 田村 二階堂 森本

（稲枝中） （彦根東中） （彦根中） 2 （稲枝中） （彦根東中） （彦根中央中）

西居凛 日山 田中 2 土本 田辺 山下

（八幡中） （浅井中） （稲枝中） （彦根中） （彦根東中） （浅井中）

山根 米田 姉川 萩原 伊庭 門脇

（彦根中） （彦根東中） （浅井中） 1 （八幡中） （彦根中央中） （稲枝中）

堀田 山田 加藤 中村 西居真 山脇

（彦根JOY） （八幡中） （稲枝中） （近兄社中） （八幡中） （浅井中）

村田 岡田 池上 大岡 加藤 大村

（八幡中） （浅井中） （彦根東中） （八幡中） （彦根東中） （稲枝中）

津田 藤井優 島袋 小谷 池田 薩摩

（浅井中） （彦根東中） （彦根中央中） （彦根中） （彦根中央中） （稲枝中）

喜田 木下 山田 菊川 杉本 押谷端

（稲枝中） （八幡中） （彦根中） 2 （彦根東中） （八幡中） （浅井中）

八木 國田 濱崎 1 藤野 吉田 小杉

（彦根中央中） （彦根東中） （八幡中） 1 （彦根中） （稲枝中） （彦根中央中）

大橋 辻穂 西川 佐々木 荒木 早野

（彦根中） （稲枝中） （八幡中） （彦根東中） （八幡中） （浅井中）

中川 桂 江菅 1 1 押谷美 山本 永松

（彦根中） （彦根東中） （浅井中） 2 （浅井中） （八幡中） （彦根中）

渋田 山形 藤井 奥井 森田 安藤

（八幡中） （彦根中央中） （稲枝中） （彦根JOY） （彦根中） （彦根東中）

藤井 本田 清水

（近兄社中） （彦根中） （浅井中） 1
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小枝 田口 森田 馬場

（八日市ｸﾗﾌﾞ） （稲枝中） （彦根中央中） （八幡中）

瓦﨑 中條 船津 北川

（彦根JOY） （彦根東中） （稲枝中） （彦根中）


