
東京卓球選手権大会滋賀県予選会

草津市総合体育館

1位 2位 3位 4位

松田 好平 大橋 芳紀 樋口 幸太 浅田 純平
草津東高校 膳所高校 甲西高校 虎姫高校

舘 雄大 磯野 正 豊留 大樹
甲西高校 高島高校 近江高校

吉田 憲太郎 本郷 弘 石原 聡大 国領 一貴
長浜北高校 瀬田工業高校 東大津高校 彦根工業高校

藤田 雄大 山本 顕 奥原 直生 大石 卓弥 1

大津商業高校 膳所高校 草津東高校 虎姫高校 1

楠谷 聖也 関谷 成規 片山 啓介 竹下 茂宏
近江高校 甲西高校 長浜北高校 東大津高校

岡野 祐也 高谷 光希 金澤 和人 船田 健仁 1
2

東大津高校 甲西高校 草津東高校 彦根工業高校

綾井 太一 松田 昌之 船山 慎太朗 岸下 尚樹
Ｃｒｏｓｓｏｖｅｒ 瀬田工業高校 東大津高校 虎姫高校

井口 隼 佐々木 涼太 松村 一樹 鋳物 克治
草津東高校 彦根工業高校 長浜北高校 東大津高校

山村 日 森口 眞行 石田 征大 小川 景司
近江高校 大津商業高校 甲西高校 膳所高校

鳥原 翼 加藤 和馬 前田 晋也 丸岡 大就
甲西高校 瀬田工業高校 東大津高校 虎姫高校 2

髙山 雅規 雪谷 周平 森 将平 宮本 宏樹
虎姫高校 甲西高校 長浜北高校 瀬田工業高校 1

神田 洋佑 山川 弘輝 鷲尾 祥太 足立 拓也
膳所高校 草津東高校 大津商業高校 東大津高校 2

福永利勝凡 多胡 幸能 中園 祐介 井上 侑柾
近江高校 瀬田工業高校 東大津高校 甲西高校

森 拓磨 望月 健汰 吉川 耕介 本田 龍之介
近江高校 甲西高校 瀬田工業高校 東大津高校

田村 明寛 杉浦 裕磨 窪田 和弥 大谷 圭吾
草津東高校 膳所高校 東大津高校 虎姫高校

谷村 裕貴 笠原 治紀 深尾 太雅 松永 勇太
近江高校 長浜北高校 甲西高校 瀬田工業高校

内藤 准知 荒堀 卓磨 森 一樹 上田 紀行
草津東高校 彦根工業高校 虎姫高校 東大津高校

藤田 晧大 伊吹 栄二 左近 大樹 工藤 隼
瀬田工業高校 近江高校 八日市クラブ 甲西高校

竹林 一斗 東 丈裕 冨江 翔太 吉岡 優弥
膳所高校 大津商業高校 東大津高校 虎姫高校

杉本 翔汰 田邊 貴之 辻 悠斗 中川 裕介 1

甲西高校 近江高校 高島高校 長浜北高校

田村 昌裕 森岡 慎平 田口 信広 伊藤 良秀
近江高校 草津東高校 瀬田工業高校 東大津高校

堀井 純輝 水野 公貴 中島 直哉 浅見健太郎
彦根工業高校 膳所高校 甲西高校 虎姫高校 1

渡邊 亮 村岸 洋亮 宗田 和也 本間 一輝 1

膳所高校 彦根ＪＯＹ 草津東高校 瀬田工業高校

畑 稜介 新庄 雄仁 宗友 孝史 福島 大佑 1

大津商業高校 東大津高校 長浜北高校 甲西高校

岩井 稜 熊谷 洸貴 山口 展生 加藤 健
膳所高校 虎姫高校 高島高校 東大津高校

藤座 幸大 丸本 直樹 伊藤万季人
甲西高校 近江高校 瀬田工業高校

明石 元気 川上 史弘 高橋 郁夫 杉本 将玖
草津東高校 長浜北高校 東大津高校 甲西高校
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東京卓球選手権大会滋賀県予選会

草津市総合体育館

1位 2位 3位 4位

野原 咲季 濱田 はるか 嶋田 優花 池田 有里
滋賀学園高校 草津東高校 河瀬高校 甲西高校

菅嶋 絵里 大場 若菜 坂 葵衣
大津商業高校 滋賀学園高校 甲西高校

野村 優衣 常喜 美咲 村瀬 梨紗子 柴谷南美
１

滋賀学園高校 彦根東高校 甲西高校 近江高校

松田 優美子 片平 成美 栗林 美優 清水 彩加
滋賀学園高校 草津東高校 甲西高校 甲西高校

寺村 萌 西 杏由梨 北田 理恵 奥山 萌
草津東高校 滋賀学園高校 甲西高校 東大津高校

青山 静華 塚本 真弥 宮本 歩 吉田 智夏 ２

河瀬高校 草津東高校 彦根東高校 甲西高校

角野 和佳奈 井上 美穂 畑仲ひらり 中村 茉由 １

彦根ＪＯＹ 滋賀学園高校 近江高校 甲西高校

山口 華蓮 山中 沙織 長谷川 小夏 遠藤 聡子
滋賀学園高校 草津東高校 甲西高校 東大津高校

前川 陽香 松山 実理 杉本 紗弓 林千尋
滋賀学園高校 草津東高校 甲西高校 近江高校

久保 友里恵 中地 彩歌 前田 美沙
滋賀学園高校 草津東高校 甲西高校 １

北島 佳奈 中村 果歩 石井 沙弥 三浦 美弥子
滋賀学園高校 草津東高校 朽木中学 甲西高校
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男子決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝率 順位

松田好平

草津東高校
明石元気

草津東高校
森 拓磨

近江高校
福永利勝凡

近江高校

女子決勝リーグ（１位～４位）

№ なまえ 1 2 3 4 得点 勝率 順位

野原咲季

滋賀学園高校
北島佳奈

滋賀学園高校
山口華蓮

滋賀学園高校
松田優美子

滋賀学園高校

３－２ ３－０ ３－１ ６1 １

2 ２－３ ３－２ ３－２ ５ ２

２－３ ３ ４3 ０－３ ２－３

４ ３4 １－３ ２－３ ３－２

３－２ ６ １1 ３－０ ３－１

０－３ ４ ３2 ０－３ ３－１

０－３ ３ ４3 １－３ １－３

２4 ２－３ ３－０ ３－０ ５


