
平成30年度 春季彦根卓球選手権大会
平成30年4月7日（土）

少年男子 稲枝中学校体育館
１位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位

桐畑 古川 谷口 三輪 2 松山 藤岡 水谷 田原光

余呉小中 彦根中 彦根南中 彦根中央中 近兄社中 彦根南中 河瀬中 山卓

松下 薮田勇 田原有 橋井 明星 田井中

河瀬中 彦根中央中 山卓 1 余呉小中 彦根南中 彦根中央中

木戸 上林 上野 嘉村 門野 大平

近兄社中 稲枝中 彦根中 長浜西中 稲枝中 彦根中央中

中村 坂元 田中雄 1 橋本 川村 高橋

都南中 長浜西中 彦根中 長浜北中 河瀬中 彦根中

河瀬皓 渡部 田中朝 畑中 山本 小川

長浜北中 彦根中央中 河瀬中 近兄社中 稲枝中 彦根中

二藤部 笠原 脇坂 守山 丸本 薮田敢 安藤

近兄社中 長浜北中 彦根南中 彦根中央中
1

都南中 彦根中央中 河瀬中

野田 岡田 田口 池田 田中 塚本

河瀬中 彦根中 稲枝中 彦根南中 旭森ｽﾎﾟ少 彦根中

石田普 村田 森 1 前田 石田啓 田中 三宅

山卓 彦根中 八日市ｸﾗﾌﾞ 長浜北中 山卓 彦根南中 彦根中央中

中川 斉藤 仲野 藤本 藤本 岡﨑 保知

長浜西中 彦根南中 河瀬中 旭森ｽﾎﾟ少 1
1 都南中 彦根中 八日市ｸﾗﾌﾞ

稲葉 阪東 松村 嶋田 辻 桒原 藤野

長浜北中 河瀬中 彦根南中 彦根中 1
2 河瀬中 彦根中央中 稲枝中

小林 塚田 矢野 中西 森 山本

山卓 彦根中 彦根中央中
2

近兄社中 長浜北中 彦根中

田中皆 水野 阿辻 辻 束川 田中慶

彦根中 稲枝中 彦根中央中 彦根南中 彦根中央中 河瀬中

有元 小中 岡田 山田 福岡 新井

河瀬中 近兄社中 彦根南中 2 近兄社中 山卓 彦根中央中

片山 寺本 関口 2 田村 菊地 北川

近兄社中 河瀬中 彦根中
1

稲枝中 長浜西中 河瀬中

島家 市橋 木村 大野 小川 伊谷

長浜西中 彦根中央中 彦根南中 彦根中 旭森ｽﾎﾟ少 彦根中央中

湯浅 呉 西川 塚田 小浦 田中健 宮嵜

八日市ｸﾗﾌﾞ 河瀬中 彦根中 長浜北中 河瀬中 彦根中 彦根南中

門口 畑澤 田中

都南中 長浜北中 稲枝中
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平成30年度 春季彦根卓球選手権大会
平成30年4月7日（土）

少年女子 稲枝中学校体育館
１位 ２位 ３位 ４位 １位 ２位 ３位 ４位

喜田 清水 関口 島袋 岡崎 門脇志 山田 松尾

稲枝中 長浜西中 彦根中学校 彦根中央中 1 河瀬中 稲枝中 彦根南中 彦根中央中

國領 西川 船津 畑井 三谷 辻穂

河瀬中 八幡中 稲枝中 1 個人 彦根中学校 稲枝中

西村 山形 吉田 1 松村 杉本 下田

彦根中学校 彦根中央中 稲枝中 2 八日市ｸﾗﾌﾞ 八幡中 彦根中学校

高野 野瀬 門脇祐 小林 田中欄 庄 村住

ﾆｺﾆｺﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 彦根南中 稲枝中 彦根中学校 稲枝中 長浜西中 河瀬中

山本 高桐 森本 奥村 西馬 中野

近兄社中 長浜西中 彦根中央中 彦根中学校 八幡中 彦根中央中

小枝 藤野 野瀬 堀希 川瀬 加藤

八日市ｸﾗﾌﾞ 彦根中学校 旭森ｽﾎﾟ少 ﾆｺﾆｺﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 長浜西中 稲枝中

木村 磯貝 門口 伊吹 1 樋口 福澤 上田

稲枝中 河瀬中 都南中 彦根南中 彦根中央中 稲枝中 彦根中学校

奥井 永松 亀井 辻 川森 寺村 藤野百 井上

ＪＯＹ 彦根中学校 彦根南中 彦根中央中 山卓 彦根南中 稲枝中 河瀬中

八木 大橋 瀧 髙木 福田 中川 岡田

彦根中央中 河瀬中 稲枝中 近兄社中 長浜西中 彦根中央中 彦根南中

杉江 小林 大村 1 辻美 神田 川村

長浜西中 八幡中 稲枝中 1 稲枝中 八幡中 彦根中学校

西村 中島 森本 2 市川 本田 薩摩

河瀬中 彦根中学校 彦根中央中 河瀬中 彦根中学校 稲枝中

出口 落合 小杉 片桐 本郷 播磨 田中美

長浜西中 稲枝中 彦根中央中 彦根南中 山卓 彦根中央中 稲枝中

入江 西脇 松川 1 堀愛 堀江 鉢木

河瀬中 ﾆｺﾆｺﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 稲枝中 1
1 ﾆｺﾆｺﾁﾙﾄﾞﾚﾝ 彦根中学校 八幡中

藤井 齋藤 山田 1 田中 藤野稚 伊藤

稲枝中 河瀬中 彦根中学校 長浜西中 稲枝中 彦根中央中

小林 濱崎 安井 佐野 1 片桐 外村 井田 宗安

山卓 八幡中 彦根南中 彦根中央中 ＪＯＹ 彦根中学校 河瀬中 彦根南中
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