
平成２９年８月２４日

中学生以下男子の部 彦根市民体育センター

１位 ２位 ３位 ４位

今井 髙野 松下 小野原

山卓 長浜北中学校 河瀬中学校 愛知中学校

橋爪 古川 林

個人 彦根中学校 長浜北中学校

桐畑颯 森久 水谷 田中雄 １

鏡岡中学校 揖東中学校 河瀬中学校 彦根中学校 １

川上 稲葉 東新 田中健

榛原中学校 長浜北中学校 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 彦根中学校

濱田 田中大 北村 田中朝

安井卓球少年団 鏡岡中学校 山卓 河瀬中学校

田中 高橋 藤本 田中慶 １

愛知中学校 彦根中学校 旭森ｽﾎﾟ少 河瀬中学校

渡邊 北村 今村 斉藤

Ｙ’ｚ 彦根JOY 彦根中学校 長浜北中学校

間宮 河瀬 野田 小川

山卓 長浜北中学校 河瀬中学校 彦根中学校

森野 大野 大林 山路 １

河瀬中学校 彦根中学校 愛知中学校 鏡岡中学校

前田 炭谷 岡田 安藤

長浜北中学校 ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 彦根中学校 河瀬中学校

勝崎 岩田 久保川 寺本 ２

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 長浜北中学校 愛知中学校 河瀬中学校

有元 橋井 石田普 山本

河瀬中学校 鏡岡中学校 山卓 彦根中学校

石橋 笠原 叓子 石原

彦根JOY 長浜北中学校 河瀬中学校 大野卓球ｽﾎﾟ少

奥野 亀井 塚本 奥村

山卓 河瀬中学校 彦根中学校 長浜北中学校

塚田 田中蓮 守矢 川嶋

彦根中学校 河瀬中学校 長浜北中学校 彦根JOY

藤井 石原 関口 栗田

鏡岡中学校 揖東中学校 彦根中学校 愛知中学校 ２

橋本 田中真 村田 田原有 ２

長浜北中学校 鏡岡中学校 彦根中学校 山卓

岡本 桐畑元 仲座 北川

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 鏡岡中学校 愛知中学校 河瀬中学校

神谷 渡邊 呉 嶋田 ２

羽曳野8TTC 安井卓球少年団 河瀬中学校 彦根中学校

平田 川村 秋田 西川

錦中学校 河瀬中学校 長浜北中学校 彦根中学校 １

石田啓 仲野 伊藤 西澤

山卓 河瀬中学校 彦根中学校 愛知中学校

塚田 内山 田中皆 吉川 １

長浜北中学校 愛知中学校 彦根中学校 鏡岡中学校

山本悠 岩田 田原光 小浦

彦根JOY 彦根中学校 山卓 河瀬中学校

東芽 村山 阪東 奥野

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 長浜北中学校 河瀬中学校 愛知中学校

岡田 藤井 藏野

河瀬中学校 鏡岡中学校 彦根中学校

山本真 辻 西川 上野 ２

彦根JOY 河瀬中学校 長浜北中学校 彦根中学校 １
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平成２９年８月２４日

中学生以下女子 彦根市民体育センター

１位 ２位 ３位 ４位

斉藤 國領 西山 木村

八日市ｸﾗﾌﾞ 河瀬中学校 八幡中学校 八幡中学校

高藤 野瀬 楠亀咲

八幡中学校 旭森ｽﾎﾟ少 山卓

小林 西村 入江 １

八幡中学校 彦根中学校 河瀬中学校

小山碧 萩原 駒谷 村住

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 八幡中学校 八幡中学校 河瀬中学校

奥井 岡崎 渡邊 上林

彦根JOY 河瀬中学校 八幡中学校 彦根中学校 ２

北川 杉本 神田 川村

河瀬中学校 八幡中学校 八幡中学校 彦根中学校

本田 佐々木 黒島 井田

彦根中学校 揖東中学校 八幡中学校 河瀬中学校

西川 小野田 大橋 奥村

八幡中学校 八幡中学校 河瀬中学校 彦根中学校

井口 大西 磯貝 小林

山卓 八幡中学校 河瀬中学校 彦根中学校

中野 丸野 鉢木 山田

山卓 彦根JOY 八幡中学校 彦根中学校

立岡 木下 関口 坂地

河瀬中学校 八幡中学校 彦根中学校 八幡中学校

辻川 西馬 永松 隅田 １

河瀬中学校 八幡中学校 彦根中学校 八幡中学校

小林 藤野 楠亀繰 圓城

河瀬中学校 彦根中学校 山卓 八幡中学校

川森 市川 前田 多鹿

山卓 河瀬中学校 八幡中学校 八幡中学校

小山蘭 堀江 井上 川本

ﾌﾟﾗｸﾃｨｽ ｼﾞｭﾆｱ 彦根中学校 河瀬中学校 八幡中学校

片桐 西村 濱崎 ２

彦根JOY 河瀬中学校 八幡中学校

守田 三谷 玉川 村井

河瀬中学校 彦根中学校 八幡中学校 八幡中学校

3

平成29年度　彦根オープン卓球大会

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

16

17

13

14

15



平成29年度 彦根オープン卓球大会

男子高校以上の部
１位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位

矢城 若林 髙橋 中澤 山崎 和田 川崎 塚越

ﾆｯﾀｸ 彦根工業高校 可児工高 滋賀大学 興國高校 彦根総合高校 滋賀大学 可児工高

榎本 扇 古川 川端 大下 石井 綿貫 吉久

山卓 興國高校 関商工高 彦根総合高校 久居農林高校 関商工高 河瀬高校 彦根JOY

田坂 小池 澤 森本 2 小山 中嶋 横山 堀内

関商工高 個人 近江高校Ｇ 興國高校 滋賀選抜 滋賀大学 可児工高 滋賀医科大学

奥 藤谷 新田 山口 1 永田 植松 中川 野瀬

滋賀大学 久居農林高校 可児工高 河瀬高校 関商工高 彦根工業高校 彦卓会 BSｸﾗﾌﾞ

小橋 渋谷 元中 立木 1 川平 北村 夏原 宮嶋

興國高校 彦卓会 彦根工業高校 可児工高 興國高校 近江高校Ｇ 彦根総合高校 可児工高

三池 澤村 橋本 後藤 山本 近藤 林 太田

滋賀大学 旭野高校 河瀬高校 可児工高 1 滋賀大学 関商工高 彦根工業高校 旭野高校

内村 三浦 高山 田中 2 2 今井 井戸 藤野 土持

関商工高 滋賀医科大学 滋賀大学 彦根工業高校 山卓 可児工高 彦根工業高校 興國高校

岡野 小倉 北川 上杉 2 神谷 平田 廣田 板橋

個人 可児工高 近江高校Ｇ 彦根総合高校 羽曳野8TTC 錦中学校 滋賀大学 関商工高

伊藤 大谷 北場 田中智 佐藤 諸頭 玉田 村居

滋賀選抜 河瀬高校 久居農林高校 可児工高 滋賀大学 近江高校Ｇ 関商工高 彦根JOY

今川 池尾 濱田 角田 庄下 山本 田中瞭 北川

滋賀大学 関商工高 安井卓球少年団 彦根工業高校 1 興國高校 個人 可児工高 彦根総合高校

松浦 髙田 田村 田中航 1 2 大城 荒川 中村 渡邉

彦根総合高校 滋賀大学 能登川ｸﾗﾌﾞ 可児工高 旭野高校 滋賀大学 久居農林高校 可児工高

北川 三島 北川 西川 1 2 三ヶ山 櫻井 坂田 北村

BSｸﾗﾌﾞ 関商工高 興國高校 近江高校Ｇ 滋賀選抜 関商工高 彦根工業高校 河瀬高校

服部 間宮 藤岡 井川 2 野々村 渡辺 池田 小林

関商工高 山卓 久居農林高校 滋賀大学 滋賀大学 弥富ｸﾗﾌﾞ 河瀬高校 可児工高

西村 田藤 小松 石橋 関 亀井 小田 舛木

近江高校Ｇ 彦卓会 可児工高 彦根工業高校 興國高校 可児工高 BSｸﾗﾌﾞ 近江高校Ｇ

石橋 池田 北川 岸本 1 樋口 和久田 吉田 大塚

彦根JOY 可児工高 山卓 彦根工業高校 彦卓会 滋賀大学 彦根総合高校 可児工高

江東 坂東 伊藤 洲之内 岡野 奥野 正髙 梶木

旭野高校 滋賀大学 興國高校 河瀬高校 関商工高 山卓 久居農林高校 彦根工業高校

女子高校以上の部
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１位 ２位 ３位 ４位

瀧上 木村 吉武 １位 ２位 ３位

長浜北高校 関商工高校 河瀬高校 畑仲 千田 高橋

澤木 疋田 前川 勝木 1 ULTRA-7 長浜北高校 彦根JOY
久居農林高校 河瀬高校 長浜北高校 長浜北高校 平塚 杉山 橋本

井口 山﨑 國友 吉川 長浜北高校 長浜北高校 河瀬高校

山卓 滋賀医科大学 長浜北高校 長浜北高校 安藤 丸本 堀内

髙山 一谷 森 岐阜第一高校 長浜北高校 河瀬高校

安曇川高校 長浜北高校 長浜北高校 中野 鬼塚 小梶

北川 薮田 田藤 山卓 長浜北高校 河瀬高校

長浜北高校 河瀬高校 たちばなｸﾗﾌﾞ 1
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