
平成２４年８月２０日　　草津市総合体育館

1位 2位 3位 4位 1位 2位 3位 4位

南木･上林 呉竹･早川 清水春･清水亜 川畑･野坂 千畑･梅影 中村･清水瞳

滋賀学園 虎姫 長浜北 近江 石山 長浜北

亀井･出村 呉竹･早川

能登川 虎姫

田中･高林 ２ 田中･菊地

堅田 石山

中村･水野 黒瀬･田中 白石･太田 藤井･末次 田中･山本 亀井･出村 木村･徳永

膳所 近江兄弟社 米原 近江 膳所 能登川 大津

青木･谷 寺村･大嶋

立命守山 草津東

村木和･福山 大隅･洞口 野田･安居 横井･吉川 山本晴･小谷 田中･高林 三浦･時岡 岩崎･伊藤

河瀬 草津東 八幡 湖南農業 虎姫 堅田 湖南農業 米原

吉原･髙田 辻･高 田島･澤頭 満嶋･小島 堤内･高橋 青木･谷 鳥井･高村 髙橋･熊谷

虎姫 堅田 長浜 米原 長浜北 立命守山 堅田 虎姫

村田･加納 大隅･洞口

米原 草津東

前田･宮尾 寺村･大嶋 久保田･田川 吉山･奥沢 山田･渡邉 村木咲･西窪 西田･河上

彦根東 草津東 湖南農業 長浜北 １ １ 膳所 河瀬 石部

千畑･梅影 ２ ２ 黒瀬･田中

石山 ２ 近江兄弟社

村木咲･西窪 辻･高

河瀬 堅田

市川･西澤 田中･菊地 羽賀･藤原 川端･和田 中地･中村 村田･加納 山本有･本田

近江 石山 甲西 大津商業 草津東 米原 虎姫

15

16

13

18

9

8

19

17

21

7

22

11 23

24

女子

142

20

4

3

1

6

ダブルス大会

12

10

5



1位 2位 3位 4位 1位 2位 3位 4位
辻丸･日下 細川･太田 小林･青柳 林･後藤 上田･藤井 田中･吉川 伊勢村･吉崎 今田･山下
草津東 大津商業 日野 彦根工業 1 草津東 彦根総合 光泉 堅田
西･服部 上田平･長浦 岡田･前原 1 木下･野田 大谷･野崎 奥山･杉江
河瀬 膳所 甲南高養 八幡 高島 東大津
藤野･友實 辻･川瀬 大西･脇 川島･平楽 1 2 1 福本･奥田 笈田･冨岡 石田･今井 須川･加田
玉川 長浜北 彦根東 高島 水口東 膳所 能登川 長浜北
村谷･小澤 大迫･冨田 正野･出津 松野･山出 森野･羽渕 佐橋･岡本 大家･坂本
東大津 彦根総合 光泉 八幡工業 彦根東 東大津 長浜
西澤･藤田 小寺･大西 小澤･田邊 伊藤･今坂 池上･岡田 松川･吉瀬 藤居･田邉 山口･小野
八日市 膳所 長浜 彦根翔陽 2 近江 八日市 彦根工業 伊香
久保田･辻 大源･和田 小菅･藤川 上野･中川 2 北川･阿部 井川･富田 井下･八田 香取･井場
石山 大津 近江兄弟社 伊香 瀬田工業 近江兄弟社 河瀬 甲南
上田洋･福本 瀬野･小嶺 中村･辻 三浦･竹村 宮嶋･新庄 西本･柴田 堅名･森 本田･瀧
膳所 瀬田工業 国際情報 東大津 守山北 石山 八日市 八幡工業
大久保･福永 小池･小島 岩﨑･清水洋 甲斐･松本 西･豊川 山中･川﨑 荒木･三浦 中野･矢野
彦根東 東大津 虎姫 湖南農業 東大津 大津商業 立命守山 長浜北
東山･吉田 山下･織田 磯貝･山田 永原･村田 河合･白井 竺悟･工藤 足立･廣瀬
近江 能登川 彦根総合 大津 甲西 膳所 高島
尾中･中山 今井･櫻田 下村･山口 2 村岸･岩崎 林･三浦 丸山･森野 笠原･中村
膳所 高島 大津 1 近江 滋賀短附属 米原 伊香
堂山･渡邊 磯部･根本 日野･木村 内山･宇野 野﨑･伊藤 井上･島田 北田･山口 関岡･堀池
草津東 彦根工業 大津商業 湖南農業 膳所 水口東 瀬田工業 湖南農業
水野･福泉 山田･菱井 國枝･林 小梶･井上 岩下･小澤 今西･小島 入江･辻 山田･藤澤
八日市 甲南 甲西 近江兄弟社 1 1 八幡 大津商業 日野 東大津
森田･長尾 土屋･吉川 大石･森本 佐々木･伴野 1 竹内･清水 藤原･松本 岩佐･前川 矢野･佐藤
東大津 石山 光泉 立命守山 近江兄弟社 玉川 伊香 東大津
田沢･藤野 志村･熊木 河口･宮部拡 木下･梅田 栗谷川･西村 荒井･細井 佐藤･片山 宿谷･向山
米原 瀬田工業 長浜北 能登川 2 草津東 石山 堅田 石部
林直･山本 五十嵐･田中 新海･中川 寺田･藤林 村北･髙木 林亮･小森 清水･村地
草津東 滋賀短附属 日野 1 1 彦根総合 八日市 草津東 彦根工業
森川･山出 池田･中村 木村･藤田 本郷･神原 植田･堀井 井室･寺田 辻･小幡 今井･本郷
水口東 河瀬 八幡 東大津 1 1 高島 米原 河瀬 虎姫
小城･角 植田･吉田 白岩･三崎 服部･本庄 西野･平塚 藤井･中井 吉井･若林 村山･戸田
膳所 長浜 八幡工業 高島 彦根東 東大津 滋賀短附属 瀬田工業
横田･督 植･新谷 田中･平野 清水祐･田中 小林･中川 岡本･中川 小川･宮部智
伊香 八日市 東大津 虎姫 1 2 膳所 大津 長浜北
中川･川崎 寺嶋･木村 深尾･国領 上林･若林 寺田･佐伯 松浦･木本 伊豆･佐合 田中･中村
近江 彦根東 彦根総合 彦根翔陽 近江 甲西 石山 長浜
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平成24年度　ダブルス卓球大会　(男子)
平成24年8月20日
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