
春季彦根卓球大会
平成29年4月2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
宮住 田井中 福田 山崎 奥野 青柳

（彦卓会） （彦根東高） （翔西館高） （彦卓会） （近兄社高） （彦根東高）

野瀬 和田 下山 1 森 村木 甲斐沼

（BSｸﾗﾌﾞ） （総合高） （河瀬高） （近江高Ｇ） （河瀬高） (長北･新長北)

小山 武田 福田 奥 久保田 山下

（近江高Ｇ） （近兄社高） (長北･新長北) （滋賀大学） （彦根東高） （近兄社高）

山口 北村 玉村 田邊 北川 池田

（八日市ｸ） （河瀬高） (長北･新長北) （近兄社高） （BSｸﾗﾌﾞ） （河瀬高）

村上 萩野 金澤 伊藤 前川 善利

（彦根東高） （河瀬高） （虎姫高） （八日市ｸ） （長浜高） （彦根工高）

森下 片山 本咲 神田 辻井 村松

（翔西館高） （彦根工高） （長浜高） 1 （虎姫高） （彦根東高） （河瀬高）

冨田 久世 洲之内 1 池田 北村 藤元

（近兄社高） （近江高Ｇ） （河瀬高） 1 （滋賀大学） （近江高Ｇ） （長浜高）

辻 田藤 藤田 若林 大谷 藤本

（近兄社高） （彦卓会） （彦根東高） （彦根工高） （河瀬高） (長北･新長北)

藤野 堤 中村 小川 河口 丸澤

（近江高Ｇ） （虎姫高） (長北･新長北) （八日市ｸ） （彦卓会） （彦根東高）

増田 三橋 小幡 伊藤 小林 中川

（ＩＴＣ） （八日市ｸ） （彦根東高） （翔西館高） （虎姫高） （ＩＴＣ）

中村 吉川 辻村 諸頭 高橋 渡辺

（彦卓会） （河瀬高） （長浜高） 2 2 （近江高Ｇ） (長北･新長北) （彦根JOY）

植松 渡部 瀧井 土田 小山 藤原

（彦根工高） （近兄社高） （彦根東高） 1 （近兄社高） （彦根東高） （河瀬高）

佐藤 舛木 古川 2 坂東 中野 吉久

（滋賀大学） （近江高Ｇ） （河瀬高） （滋賀大学） （彦根東高） （彦根JOY）

伊藤 福井 西村 1 清水 澤 小杉

（近江高Ｇ） （八日市ｸ） （彦根東高） (長北･新長北) （近江高Ｇ） （河瀬高）

髙島 北村 小田 渋谷 上嶌 川﨑

（近兄社高） （翔西館高） （BSｸﾗﾌﾞ） （彦卓会） （近兄社高） （彦根東高）

丸岡 松葉 清水 1 竹浪 坂田 大塚

（彦根JOY） （総合高） （河瀬高） 2 （八日市ｸ） （彦根工高） （河瀬高）

大西 山田 米谷 岩越 饗庭 松浦

（近兄社高） （彦卓会） （彦根東高） （近兄社高） （虎姫高） （総合高）

田村 田中 大蔵 三ヶ山 辻 岡田

（南卓ｸﾗﾌﾞ） （長浜高） （河瀬高） 2 （近江高Ｇ） （彦卓会） （長浜高）

三池 山村 奥沢 1 岡 元中 田口

（滋賀大学） （彦根東高） (長北･新長北) （近兄社高） （彦根工高） （彦根東高）

村上 桑原 瀧 1 石井 山崎 松浦

（彦卓会） （彦根工高） （河瀬高） 1 （八日市ｸ） （個人） （河瀬高）

井上 寺田 矢野 喜田 河口 松本

（八日市ｸ） （翔西館高） （彦根東高） （翔西館高） （BSｸﾗﾌﾞ） （虎姫高）

西村 小橋 西山 榎本 綿貫 山下

（近江高Ｇ） （滋賀大学） （河瀬高） （彦根東高） （河瀬高） (長北･新長北)

安田 橋本 梶木 1 中井戸 澤原 吉川

（虎姫高） （河瀬高） （彦根工高） （近江高Ｇ） （近兄社高） （ＩＴＣ）

高田 渡辺 山口 中川 西田 林
(長北･新長北) （彦卓会） （河瀬高） （長浜高） （彦根東高） （彦根工高）

中野 北川 降井 2 北川 川瀬 薩摩

（近兄社高） （近江高Ｇ） （彦根東高） 2 （彦卓会） （彦根東高） （翔西館高）
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春季彦根卓球大会

平成29年4月2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 木原 青山 千田 桂

（近江高Ｇ） （長浜･長北） （河瀬高） （彦根JOY） （長浜･長北） （彦根東高）

早川 田藤 谷村
2

間野 楠岡 北川

（翔西館高） （彦卓会） （彦根東高） （八日市ｸ） （河瀬高） （翔西館高）

森 塚田 山田
1 1

山中 中川 山上

（河瀬高） （滋賀大学） （虎姫高） （翔西館高） （虎姫高） （滋賀大学）

野田 川合 藤田 村長 薮田 國友

（彦根東高） （長浜･長北） （河瀬高） （彦根東高） （河瀬高） （長浜･長北）

古舘 谷 小森 辻 中辻 千田

（総合高） （滋賀大学） （翔西館高）
1

（河瀬高） （彦根東高） （虎姫高）

寺村 川村 平塚 木戸 堀本 一谷

（彦根JOY） （河瀬高） （長浜･長北）
1

（翔西館高） （滋賀大学） （長浜･長北）

児玉 上野 武田 上野 後藤 小梶

（彦根東高） （滋賀大学） （翔西館高）
1

2
（翔西館高） （彦根東高） （河瀬高）

速水 陌間 勝木
2

鬼塚 廣田 鍛治谷

（虎姫高） （河瀬高） （長浜･長北） （長浜･長北） （総合高） （彦根東高）

田中 森野 木村 新 山堀 疋田

（翔西館高） （彦根東高） （河瀬高） （虎姫高） （長浜･長北） （河瀬高）
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春季彦根卓球大会

平成29年4月2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

石橋虎 薮田勇 東野 西村 河瀬 嘉村
（彦根JOY） （中央中） （鏡岡中） （稲枝中） （長浜北中） （長浜西中）

木戸 有本 明星 小中 桐畑颯 谷居
（近兄社中） （河瀬中） （彦根南中） （近兄社中） （鏡岡中） （彦根南中）

大音 田中 林 2 北村 田中 岩田
（稲枝中） （湖北中） （長浜北中） 1 （長浜西中） （河瀬中） （彦根中）
國友 堤 中村 1 秋田 片山 藤本

（長浜西中） （彦根中） （湖北中） （長浜北中） （近兄社中） （旭森ｽﾎﾟ少）

北川 松下 山田 平井 辻 北村
（長浜北中） （河瀬中） （近兄社中） （彦根中） （彦根南中） （彦根JOY）

友田 塚田 川端 近藤 脇坂 野田
（湖北中） （長浜北中） （近兄社中） （長浜北中） （湖北中） （河瀬中）
森部 田中大 湯浅 2 1 山根 間所 古川

（彦根南中） （鏡岡中） （八日市ｸ） 1 （中央中） （湖北中） （彦根中）
岸 村田 山本 1 田中真 五味川 上野

（近兄社中） （彦根中） （長浜西中） （鏡岡中） （長浜西中） （河瀬中）
長谷川 野々口 関口 1 晝田 北川 村山
（長浜西中） （河瀬中） （彦根中） （近兄社中） （彦根中） （長浜北中）

ｻﾝﾄｽ 廣瀬 薮田敢 石田 中西 村田
（長浜北中） （近兄社中） （中央中） （近兄社中） （長浜北中） （彦根南中）

池田 田中浩 佐野 丸岡 上林 前川
（彦根南中） （稲枝中） （長浜北中） 2 （湖北中） （稲枝中） （鏡岡中）
中村 西川 田中愉 中村 塚本 岩田
（彦根中） （長浜北中） （稲枝中） 2 （長浜西中） （彦根中） （長浜北中）

今井 辻 東野諒 杉本 呉 笠原
（湖北中） （河瀬中） （鏡岡中） （近兄社中） （河瀬中） （長浜北中）

前田 松村 坂根 1 大野 田邊 束川
（長浜北中） （近兄社中） （長浜西中） （彦根中） （近兄社中） （中央中）
中川 兼房 田中 小倉 田中 水野

（長浜西中） （湖北中） （稲枝中） 2 （長浜西中） （彦根南中） （稲枝中）
岡崎 山下 斉藤 上田 脇坂 高橋
（彦根中） （中央中） （彦根南中） （長浜北中） （彦根南中） （彦根中）
大前 稲葉 中西 藤 長谷川 川村
（河瀬中） （長浜北中） （近兄社中） （湖北中） （近兄社中） （河瀬中）
森 二藤部 亀井 桐畑元 井戸口 吉田

（彦根中） （近兄社中） （河瀬中） （鏡岡中） （長浜北中） （長浜西中）

川嶋 角川 藤岡 鳥家 清水 守山
（彦根JOY） （湖北中） （彦根南中） 2 （長浜西中） （彦根南中） （中央中）
塚田 藤野 守矢 1 橋本 山本 中信

（長浜西中） （稲枝中） （長浜北中） （長浜北中） （稲枝中） （近兄社中）

山村 今村 大西 1 松居 塚田 畑中
（彦根南中） （彦根中） （近兄社中） （湖北中） （彦根中） （近兄社中）

森野 橋井 菊地 岡田 丹治 平野
（河瀬中） （鏡岡中） （長浜西中） （河瀬中） （長浜西中） （鏡岡中）
川瀬 山中 田井中 石橋鷹 太田 斉藤

（長浜北中） （近兄社中） （中央中） （彦根JOY） （湖北中） （長浜北中）
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春季彦根卓球大会

平成29年4月2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

奥井 三谷 吉田 萩原 赤尾 藤井

（彦根JOY） （彦根中） （稲枝中） （八幡中） （長浜西中） （近兄社中）

立岡 高桐 菊野 小林 藤野 小杉

（河瀬中） （長浜西中） （八幡中） （河瀬中） （稲枝中） （中央中）

木村 福澤 森本
1

荒木 小谷 林﨑

（近兄社中） （稲枝中） （中央中） （八幡中） （彦根中） （長浜西中）

辻川 村田 福田 森田 市川 大村

（河瀬中） （八幡中） （長浜西中） （彦根中） （河瀬中） （稲枝中）

塩川 田中千 辻 1 堤 西川 尾本

（彦根中） （長浜西中） （稲枝中） 2 （長浜西中） （八幡中） （中央中）

伊庭 堀江 田中 米田 西馬 丸野

（中央中） （彦根中） （稲枝中） 1 （長浜西中） （八幡中） （彦根JOY）

長谷川 加藤 東浦 藤野 川戸 薩摩

（長浜西中） （稲枝中） （八幡中） （彦根中） （八日市ｸ） （稲枝中）

土本 安居 山形 2 1 丹治 八木 関口

（彦根中） （稲枝中） （中央中） （長浜西中） （中央中） （彦根中）

守田 田中万 濱崎 田口 杉江 小林

（河瀬中） （長浜西中） （八幡中） （稲枝中） （長浜西中） （八幡中）

吉原 西村 島袋 木津 本田 岩佐

（長浜西中） （彦根中） （中央中） （八幡中） （彦根中） （河瀬中）

門脇志 西居 桂 山本 出口 塚本

（稲枝中） （八幡中） （河瀬中）
2

（近兄社中） （長浜西中） （中央中）

大橋 清水 藤井 田村 畑井 鉢木

（彦根中） （長浜西中） （稲枝中） （稲枝中） （竜王西小） （八幡中）

喜田 岡崎 杉本 1 斉藤 中川 庄

（稲枝中） （河瀬中） （八幡中） 1 （八日市ｸ） （彦根中） （長浜西中）

高藤 村田 門脇祐 北川 木村 森田

（八幡中） （八日市ｸ） （稲枝中） （河瀬中） （稲枝中） （中央中）

大水 池田 永松 西島 渋田 奥村

（長浜西中） （中央中） （彦根中） （長浜西中） （八幡中） （彦根中）

亀村 辻 山田 1 西村 伊吹 外川

（長浜西中） （稲枝中） （彦根中） 1 （河瀬中） （長浜西中） （中央中）

中村 川合 神田 髙木 西山 船津

（近兄社中） （長浜西中） （八幡中） （近兄社中） （八幡中） （稲枝中）
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山根 草野 野瀬 國領

（彦根中） （長浜西中） （旭森ｽﾎﾟ少） （河瀬中）


