
彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター
男子Ａクラス　１位リーグ・決勝トーナメント 男子Ａクラス　２位トーナメント

加藤 今井 岩﨑 加藤 今井 岩﨑
龍谷大平安 山卓 近江高 龍谷大平安 山卓 近江高 2

藤田 北野 田邊 藤田 北野 田邊 2
平クラブ 龍谷大平安 近江高 平クラブ 龍谷大平安 近江高

綾井 品川 吉田 １ 綾井 品川 吉田
龍谷大平安 PEACE津幡 近江高 龍谷大平安 PEACE津幡 近江高

佐伯 廣瀬 福本 佐伯 廣瀬 福本 2
近江高 龍谷大平安 North Lake 近江高 龍谷大平安 North Lake

楠谷 西﨑 阪田 楠谷 西﨑 阪田
近江高 龍谷大平安 東稜高 近江高 龍谷大平安 東稜高
河原林 寺倉 中川 河原林 寺倉 中川

龍谷大平安 North Lake 近江高 龍谷大平安 North Lake 近江高
福永 平野 谷澤 福永 平野 谷澤

近江高 龍谷大平安 南卓ｸﾗﾌﾞ 近江高 龍谷大平安 南卓ｸﾗﾌﾞ
丸 東山 渡部 丸 東山 渡部

龍谷大平安 近江高 平クラブ 龍谷大平安 近江高 平クラブ 1 1
寺田 嶋本 荒堀 寺田 嶋本 荒堀

近江高 龍谷大平安 彦根工高 近江高 龍谷大平安 彦根工高

中川 吉﨑 村岸 中川 吉﨑 村岸 1
壱球倶楽部 龍谷大平安 近江高 壱球倶楽部 龍谷大平安 近江高

男子Ａクラス　３位トーナメント
加藤 今井 岩﨑

龍谷大平安 山卓 近江高 2
藤田 北野 田邊

平クラブ 龍谷大平安 近江高
綾井 品川 吉田 2

龍谷大平安 PEACE津幡 近江高
佐伯 廣瀬 福本

近江高 龍谷大平安 North Lake

楠谷 西﨑 阪田
近江高 龍谷大平安 東稜高 2
河原林 寺倉 中川

龍谷大平安 North Lake 近江高
福永 平野 谷澤

近江高 龍谷大平安 南卓ｸﾗﾌﾞ
丸 東山 渡部

龍谷大平安 近江高 平クラブ 2
寺田 嶋本 荒堀

近江高 龍谷大平安 彦根工高

中川 吉﨑 村岸 1
壱球倶楽部 龍谷大平安 近江高
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

男子Ｂクラス（１位トーナメント） 男子Ｂクラス（２位トーナメント）

豊留 西 国領 中竹 豊留 西 国領 中竹

近江高 河瀬高 彦根総合高 守山南中 近江高 河瀬高 彦根総合高 守山南中

田中 深尾 根本 中野 田中 深尾 根本 中野 １

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 壱球倶楽部 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 壱球倶楽部

髙橋 池田 河口 西脇 髙橋 池田 河口 西脇

North Lake 河瀬高 長浜北高 文教高 North Lake 河瀬高 長浜北高 文教高

谷村 藤野 林 横田 谷村 藤野 林 横田

ever free 米原高 彦根工高 伊香高 ever free 米原高 彦根工高 伊香高

松下 櫛田 宮部智 古林 松下 櫛田 宮部智 古林 ２

龍谷大平安 彦根総合高 長浜北高 守山南中 ２ 龍谷大平安 彦根総合高 長浜北高 守山南中

西 川瀬 加納 辰巳 西 川瀬 加納 辰巳

HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦根総合高 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦根総合高 ２

平野 森野 西川 小幡 平野 森野 西川 小幡

粟野南ｽﾎﾟ少 米原高 守山南中 河瀬高 粟野南ｽﾎﾟ少 米原高 守山南中 河瀬高

藤林 西村 中野 井下 藤林 西村 中野 井下

彦根総合高 近江高 長浜北高 河瀬高 ２ 彦根総合高 近江高 長浜北高 河瀬高

川崎 藤居 松野 加田 川崎 藤居 松野 加田

近江高 彦根工高 HIKONE JOY 長浜北高 近江高 彦根工高 HIKONE JOY 長浜北高

田辺た 横幕 丸山 八田 田辺た 横幕 丸山 八田

粟野南ｽﾎﾟ少 伊香高 米原高 河瀬高 粟野南ｽﾎﾟ少 伊香高 米原高 河瀬高 ２

橋詰 磯部 富田 登坂 橋詰 磯部 富田 登坂 １

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根工高 彦根総合高 T-ONE 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根工高 彦根総合高 T-ONE １

渋谷 磯貝 矢野 松野 渋谷 磯貝 矢野 松野

彦卓会 彦根総合高 長浜北高 ＩＴＣ 彦卓会 彦根総合高 長浜北高 ＩＴＣ

池上 服部 徳田 天谷 ２ 池上 服部 徳田 天谷

近江高 河瀬高 東稜高 守山南中 近江高 河瀬高 東稜高 守山南中

田沢 辻 坪井 村地 田沢 辻 坪井 村地

米原高 長浜北高 卓誠会 彦根工高 米原高 長浜北高 卓誠会 彦根工高

寺田 塩田 須川 真栄城 寺田 塩田 須川 真栄城

彦根総合高 文教高 長浜北高 河瀬高 彦根総合高 文教高 長浜北高 河瀬高

田辺 田中 後藤 竹田 田辺 田中 後藤 竹田

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 河瀬高 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 河瀬高

岡田 小川 寺田 西島 岡田 小川 寺田 西島

近江高 長浜北高 米原高 守山南中 近江高 長浜北高 米原高 守山南中

笹木 吉川 辻 田藤 笹木 吉川 辻 田藤

North Lake 彦根総合高 河瀬高 エイト North Lake 彦根総合高 河瀬高 エイト １

樋口 菊田 宮部拡 清水 樋口 菊田 宮部拡 清水

彦卓会 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦卓会 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高

番場 山田 井室 中村 番場 山田 井室 中村

龍谷大平安 彦根総合高 米原高 河瀬高 龍谷大平安 彦根総合高 米原高 河瀬高 １
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

男子Ｂクラス（３位トーナメント） 男子Ｂクラス（４位トーナメント）

豊留 西 国領 中竹 豊留 西 国領 中竹 ２

近江高 河瀬高 彦根総合高 守山南中 近江高 河瀬高 彦根総合高 守山南中

田中 深尾 根本 中野 田中 深尾 根本 中野

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 壱球倶楽部 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 壱球倶楽部

髙橋 池田 河口 西脇 １ ２ 髙橋 池田 河口 西脇

North Lake 河瀬高 長浜北高 文教高 North Lake 河瀬高 長浜北高 文教高 １

谷村 藤野 林 横田 谷村 藤野 林 横田

ever free 米原高 彦根工高 伊香高 ever free 米原高 彦根工高 伊香高

松下 櫛田 宮部智 古林 松下 櫛田 宮部智 古林 ２

龍谷大平安 彦根総合高 長浜北高 守山南中 １ ２ 龍谷大平安 彦根総合高 長浜北高 守山南中 １

西 川瀬 加納 辰巳 西 川瀬 加納 辰巳

HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦根総合高 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦根総合高 １

平野 森野 西川 小幡 平野 森野 西川 小幡

粟野南ｽﾎﾟ少 米原高 守山南中 河瀬高 粟野南ｽﾎﾟ少 米原高 守山南中 河瀬高

藤林 西村 中野 井下 藤林 西村 中野 井下

彦根総合高 近江高 長浜北高 河瀬高 彦根総合高 近江高 長浜北高 河瀬高 １

川崎 藤居 松野 加田 川崎 藤居 松野 加田

近江高 彦根工高 HIKONE JOY 長浜北高 近江高 彦根工高 HIKONE JOY 長浜北高

田辺た 横幕 丸山 八田 田辺た 横幕 丸山 八田

粟野南ｽﾎﾟ少 伊香高 米原高 河瀬高 粟野南ｽﾎﾟ少 伊香高 米原高 河瀬高

橋詰 磯部 富田 登坂 １ 橋詰 磯部 富田 登坂

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根工高 彦根総合高 T-ONE 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根工高 彦根総合高 T-ONE

渋谷 磯貝 矢野 松野 １ 渋谷 磯貝 矢野 松野

彦卓会 彦根総合高 長浜北高 ＩＴＣ 彦卓会 彦根総合高 長浜北高 ＩＴＣ

池上 服部 徳田 天谷 １ 池上 服部 徳田 天谷 １

近江高 河瀬高 東稜高 守山南中 近江高 河瀬高 東稜高 守山南中

田沢 辻 坪井 村地 田沢 辻 坪井 村地

米原高 長浜北高 卓誠会 彦根工高 米原高 長浜北高 卓誠会 彦根工高

寺田 塩田 須川 真栄城 １ 寺田 塩田 須川 真栄城 ２

彦根総合高 文教高 長浜北高 河瀬高 彦根総合高 文教高 長浜北高 河瀬高

田辺 田中 後藤 竹田 １ 田辺 田中 後藤 竹田

粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 河瀬高 １ 粟野南ｽﾎﾟ少 彦根総合高 彦根工高 河瀬高

岡田 小川 寺田 西島 岡田 小川 寺田 西島

近江高 長浜北高 米原高 守山南中 近江高 長浜北高 米原高 守山南中 １

笹木 吉川 辻 田藤 笹木 吉川 辻 田藤

North Lake 彦根総合高 河瀬高 エイト ２ North Lake 彦根総合高 河瀬高 エイト

樋口 菊田 宮部拡 清水 樋口 菊田 宮部拡 清水

彦卓会 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高 彦卓会 HIKONE JOY 長浜北高 彦根工高

番場 山田 井室 中村 番場 山田 井室 中村

龍谷大平安 彦根総合高 米原高 河瀬高 龍谷大平安 彦根総合高 米原高 河瀬高
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

男子Ｃクラス（１位トーナメント） 男子Ｃクラス（２位トーナメント）

道白 南部 檜貝 岡 道白 南部 檜貝 岡

粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中

富田 門 石堂 富田 門 石堂

近江兄弟社中 壱球倶楽部 守山中 近江兄弟社中 壱球倶楽部 守山中

吉川 中村 今井 藤井 吉川 中村 今井 藤井

稲枝中 春日丘中 山卓 近江兄弟社中 稲枝中 春日丘中 山卓 近江兄弟社中 １ １

伊藤 清水 松尾 佐藤 伊藤 清水 松尾 佐藤 ２

HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中

久野 中野 薩摩 山本 久野 中野 薩摩 山本

守山中 壱球倶楽部 稲枝中 守山中 守山中 壱球倶楽部 稲枝中 守山中

髙橋 川森 田辺朝 井上 髙橋 川森 田辺朝 井上

春日丘中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 稲枝中 春日丘中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 稲枝中

横井 奥村 尾上 馬場 横井 奥村 尾上 馬場

壱球倶楽部 春日丘中 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 壱球倶楽部 春日丘中 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

久保田 大戸 糠塚 我那覇 久保田 大戸 糠塚 我那覇 ２

山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中

清水 岡田 西澤 岡本 清水 岡田 西澤 岡本

守山中 HIKONE JOY 稲枝中 近江兄弟社中 守山中 HIKONE JOY 稲枝中 近江兄弟社中

小島 中川 田辺温 福井 小島 中川 田辺温 福井

近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中

金尾 篠原 中島 人羅 金尾 篠原 中島 人羅

八幡中 春日丘中 HIKONE JOY 守山中 八幡中 春日丘中 HIKONE JOY 守山中

森崎 坂谷 早川 木坂 森崎 坂谷 早川 木坂

精華ｸﾗﾌﾞ 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 精華ｸﾗﾌﾞ 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中

男子Ｃクラス（３位トーナメント） 男子Ｃクラス（４位トーナメント）

道白 南部 檜貝 岡 道白 南部 檜貝 岡

粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中 １

富田 門 石堂 富田 門 石堂

近江兄弟社中 壱球倶楽部 守山中 近江兄弟社中 壱球倶楽部 守山中

吉川 中村 今井 藤井 吉川 中村 今井 藤井

稲枝中 春日丘中 山卓 近江兄弟社中 ２ 稲枝中 春日丘中 山卓 近江兄弟社中

伊藤 清水 松尾 佐藤 伊藤 清水 松尾 佐藤 ２

HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 １

久野 中野 薩摩 山本 久野 中野 薩摩 山本

守山中 壱球倶楽部 稲枝中 守山中 守山中 壱球倶楽部 稲枝中 守山中

髙橋 川森 田辺朝 井上 髙橋 川森 田辺朝 井上

春日丘中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 稲枝中 春日丘中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 稲枝中

横井 奥村 尾上 馬場 横井 奥村 尾上 馬場 １

壱球倶楽部 春日丘中 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 壱球倶楽部 春日丘中 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 １

久保田 大戸 糠塚 我那覇 久保田 大戸 糠塚 我那覇

山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 山卓 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中

清水 岡田 西澤 岡本 清水 岡田 西澤 岡本

守山中 HIKONE JOY 稲枝中 近江兄弟社中 守山中 HIKONE JOY 稲枝中 近江兄弟社中

小島 中川 田辺温 福井 小島 中川 田辺温 福井 １

近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中 近江兄弟社中 稲枝中 粟野南ｽﾎﾟ少 守山中

金尾 篠原 中島 人羅 金尾 篠原 中島 人羅

八幡中 春日丘中 HIKONE JOY 守山中 １ 八幡中 春日丘中 HIKONE JOY 守山中

森崎 坂谷 早川 木坂 森崎 坂谷 早川 木坂

精華ｸﾗﾌﾞ 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 精華ｸﾗﾌﾞ 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 守山中 ２
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

女子Ａクラス（１位トーナメント） 女子Ａクラス（２位トーナメント）

林 堀江 野村 西澤 林 堀江 野村 西澤

華頂学園 明石西高 大垣北高 近江高 華頂学園 明石西高 大垣北高 近江高 １

田代 宮下 岩井 畑仲 田代 宮下 岩井 畑仲

明石商業高 立命館宇治高 龍谷大平安 近江高ＯＢ 明石商業高 立命館宇治高 龍谷大平安 近江高ＯＢ １

山前 谷澤 市川 髙橋 山前 谷澤 市川 髙橋 １

華頂学園 HIKONE JOY 近江高 長浜北高 華頂学園 HIKONE JOY 近江高 長浜北高

南部 中地 木村 山本 南部 中地 木村 山本

華頂学園 草津東高 明石西高 龍谷大平安 華頂学園 草津東高 明石西高 龍谷大平安

加藤 川畑 廣瀬 清水春 加藤 川畑 廣瀬 清水春

華頂学園 近江高 明石西高 長浜北高 華頂学園 近江高 明石西高 長浜北高

寺村 増田 中村 谷口 寺村 増田 中村 谷口

草津東高 華頂学園 龍谷大平安 明石西高 草津東高 華頂学園 龍谷大平安 明石西高

阿部 角野 野坂 正木 ２ 阿部 角野 野坂 正木

立命館宇治高 HIKONE JOY 近江高 明石西高 立命館宇治高 HIKONE JOY 近江高 明石西高

望月 堤内 藤田 小嶋 望月 堤内 藤田 小嶋

華頂学園 長浜北高 明石商業高 龍谷大平安 華頂学園 長浜北高 明石商業高 龍谷大平安

女子Ａクラス（３位トーナメント） 女子Ａクラス（４位トーナメント）

林 堀江 野村 西澤 １ 林 堀江 野村 西澤

華頂学園 明石西高 大垣北高 近江高 華頂学園 明石西高 大垣北高 近江高

田代 宮下 岩井 畑仲 田代 宮下 岩井 畑仲

明石商業高 立命館宇治高 龍谷大平安 近江高ＯＢ ２ 明石商業高 立命館宇治高 龍谷大平安 近江高ＯＢ

山前 谷澤 市川 髙橋 山前 谷澤 市川 髙橋

華頂学園 HIKONE JOY 近江高 長浜北高 華頂学園 HIKONE JOY 近江高 長浜北高

南部 中地 木村 山本 南部 中地 木村 山本 １

華頂学園 草津東高 明石西高 龍谷大平安 華頂学園 草津東高 明石西高 龍谷大平安 ２

加藤 川畑 廣瀬 清水春 ２ 加藤 川畑 廣瀬 清水春

華頂学園 近江高 明石西高 長浜北高 華頂学園 近江高 明石西高 長浜北高

寺村 増田 中村 谷口 寺村 増田 中村 谷口

草津東高 華頂学園 龍谷大平安 明石西高 草津東高 華頂学園 龍谷大平安 明石西高

阿部 角野 野坂 正木 阿部 角野 野坂 正木 ２

立命館宇治高 HIKONE JOY 近江高 明石西高 立命館宇治高 HIKONE JOY 近江高 明石西高

望月 堤内 藤田 小嶋 ２ 望月 堤内 藤田 小嶋 １

華頂学園 長浜北高 明石商業高 龍谷大平安 華頂学園 長浜北高 明石商業高 龍谷大平安
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

女子Ｂクラス（１位トーナメント） 女子Ｂクラス（２位トーナメント）

津田 村木咲 田中 相馬 津田 村木咲 田中 相馬

華頂学園 河瀬高 明石西高 山卓 華頂学園 河瀬高 明石西高 山卓 １

髙橋 尾崎 仲村 永野 髙橋 尾崎 仲村 永野

米原高 草津東高 長浜北高 守山南中 米原高 草津東高 長浜北高 守山南中

村田 中日奈 藤居 洞口 村田 中日奈 藤居 洞口 １

HIKONE JOY 明石商業高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高 HIKONE JOY 明石商業高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高

野村 矢田 小林 岡田 野村 矢田 小林 岡田

明石商業高 エイト 米原高 守山南中 明石商業高 エイト 米原高 守山南中 ２

和田 奥沢 福原 和田 奥沢 福原

華頂学園 長浜北高 個人 華頂学園 長浜北高 個人

小野 藤井 村上 小野 藤井 村上 １

華頂学園 近江高 PEACE津幡 華頂学園 近江高 PEACE津幡

大隅 福山 外村 音野 大隅 福山 外村 音野

草津東高 河瀬高 エイト 守山南中 草津東高 河瀬高 エイト 守山南中

北村 清水瞳 大島 寺村 北村 清水瞳 大島 寺村 ２

米原高 長浜北高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高 米原高 長浜北高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高

髙橋 田藤 林 髙橋 田藤 林

華頂学園 エイト 個人 ２ 華頂学園 エイト 個人

嶋川 西口 西窪 嶋川 西口 西窪

華頂学園 明石商業高 河瀬高 華頂学園 明石商業高 河瀬高

戸田 吉山 大嶋 田崎 戸田 吉山 大嶋 田崎

明石西高 長浜北高 草津東高 守山南中 明石西高 長浜北高 草津東高 守山南中

繁田 末次 小島 高田 繁田 末次 小島 高田

明石商業高 近江高 米原高 守山南中 明石商業高 近江高 米原高 守山南中 ２

村木和 中村 杉山 村木和 中村 杉山

河瀬高 草津東高 長浜北高 河瀬高 草津東高 長浜北高

森本 白石 藤村 中村 森本 白石 藤村 中村

華頂学園 米原高 山卓 守山南中 華頂学園 米原高 山卓 守山南中

女子Ｂクラス（３位トーナメント） 女子Ｂクラス（４位トーナメント）

津田 村木咲 田中 相馬 津田 村木咲 田中 相馬

華頂学園 河瀬高 明石西高 山卓 華頂学園 河瀬高 明石西高 山卓

髙橋 尾崎 仲村 永野 髙橋 尾崎 仲村 永野

米原高 草津東高 長浜北高 守山南中 米原高 草津東高 長浜北高 守山南中

村田 中日奈 藤居 洞口 １ 村田 中日奈 藤居 洞口

HIKONE JOY 明石商業高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高 HIKONE JOY 明石商業高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高

野村 矢田 小林 岡田 野村 矢田 小林 岡田

明石商業高 エイト 米原高 守山南中 明石商業高 エイト 米原高 守山南中

和田 奥沢 福原 和田 奥沢 福原

華頂学園 長浜北高 個人 ２ 華頂学園 長浜北高 個人

小野 藤井 村上 ２ 小野 藤井 村上 ２

華頂学園 近江高 PEACE津幡 華頂学園 近江高 PEACE津幡

大隅 福山 外村 音野 大隅 福山 外村 音野

草津東高 河瀬高 エイト 守山南中 草津東高 河瀬高 エイト 守山南中

北村 清水瞳 大島 寺村 北村 清水瞳 大島 寺村

米原高 長浜北高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高 米原高 長浜北高 たちばなｸﾗﾌﾞ 草津東高

髙橋 田藤 林 髙橋 田藤 林

華頂学園 エイト 個人 ２ 華頂学園 エイト 個人 ２

嶋川 西口 西窪 嶋川 西口 西窪

華頂学園 明石商業高 河瀬高 華頂学園 明石商業高 河瀬高

戸田 吉山 大嶋 田崎 戸田 吉山 大嶋 田崎

明石西高 長浜北高 草津東高 守山南中 明石西高 長浜北高 草津東高 守山南中

繁田 末次 小島 高田 １ 繁田 末次 小島 高田

明石商業高 近江高 米原高 守山南中 １ 明石商業高 近江高 米原高 守山南中

村木和 中村 杉山 村木和 中村 杉山

河瀬高 草津東高 長浜北高 河瀬高 草津東高 長浜北高

森本 白石 藤村 中村 森本 白石 藤村 中村

華頂学園 米原高 山卓 守山南中 華頂学園 米原高 山卓 守山南中
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彦根オープン卓球選手権大会　　　平成24年8月15日(水)・16日(木)　　彦根市民体育センター

女子Ｃクラス（１位トーナメント） 女子Ｃクラス（２位トーナメント）

小泉 岩村 住井 中屋敷 小泉 岩村 住井 中屋敷

PEACE津幡 華頂学園 近江兄弟社中 近江兄弟社中 PEACE津幡 華頂学園 近江兄弟社中 近江兄弟社中

尾崎 保花涼 小田 １ 尾崎 保花涼 小田

蒲生JSC 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 蒲生JSC 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

野中 澤井 奥川 野中 澤井 奥川

華頂学園 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 華頂学園 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

山川 芦田 角田 伊藤 山川 芦田 角田 伊藤

粟野南ｽﾎﾟ少 華頂学園 近江兄弟社中 近江兄弟社中 粟野南ｽﾎﾟ少 華頂学園 近江兄弟社中 近江兄弟社中 １

雨森 保花杏 石濱 雨森 保花杏 石濱

HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 １

井上 林 田辺 高村 井上 林 田辺 高村 ２

近江兄弟社中 PEACE津幡 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 近江兄弟社中 PEACE津幡 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

女子Ｃクラス（３位・４位トーナメント）

小泉 岩村 住井

PEACE津幡 華頂学園 近江兄弟社中

伊藤

近江兄弟社中

高村

近江兄弟社中 1

尾崎 保花涼 小田

蒲生JSC 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

野中 澤井 奥川

華頂学園 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中 2

山川 芦田 角田

粟野南ｽﾎﾟ少 華頂学園 近江兄弟社中

雨森 保花杏 石濱

HIKONE JOY 粟野南ｽﾎﾟ少 近江兄弟社中

中屋敷

近江兄弟社中

井上 林 田辺 1

近江兄弟社中 PEACE津幡 粟野南ｽﾎﾟ少
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