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1位 2位 3位 1位 2位 3位
岩越 池田 遠藤 大西 東出 万木
近江兄弟社 河瀬 高島 近江兄弟社 東大津 虎姫
若井 小林 枡谷 橋本 三宅
東大津 安曇川 膳所 河瀬 大津
田中 梅本 1 坂田 武田 坂井
高島 瀬田工 彦根工業 近江兄弟社 膳所
畑野 椎木 笠間 池田力 中屋 大原
東大津 膳所 滋賀短 八日市 東大津 草津東
海東 藤崎 今井 野瀬 安井 西中
高島 栗東 長浜北 1 膳所 東大津 滋賀短
白川 大前 白鳥 吹田 佐藤
膳所 甲西 東大津 安曇川 高島
小林 松本 松永 相馬 中条
虎姫 高島 石山 八幡 高島
阿部 小西 井花 2 岡尾 渡部 鈴木
石山 堅田 高島 大津商 近江兄弟社 瀬田工
綿貫 田中 1 田邊 川村 池田大
河瀬 安曇川 2 近江兄弟社 大津 八日市
山下 中岡 吉田 中神 保坂 上野
近江兄弟社 八日市 東大津 瀬田工 東大津 石山
服部 中野 川島 松本 矢作
大津 高島 八幡 虎姫 東大津
鈴木 田中 岩井 竹内 宮田 岡
石山 大津商 膳所 高島 堅田 安曇川
金澤 山田 中野 2 林 久郷 宮本
虎姫 東大津 安曇川 2 滋賀短 膳所 長浜北
太田 松居 髙田 高橋直 長野 山田
膳所 近江兄弟社 瀬田工 近江兄弟社 大津商 湖南農業
椎谷 西村 田川 田中 日髙 林
草津東 大津 高島 大津 高島 彦根工業
木村 別荘 前田 1 佐々木 阪谷 森田
滋賀短 東大津 石山 膳所 石山 栗東
植松 島本 前川 1 堤 若林 岡本
彦根工業 湖南農 長浜北 虎姫 彦根工業 東大津
葛谷 角田 大西 1 服部 上原 保木
石山 彦根工業 大津 甲西 膳所 安曇川
中村 井上 西村 小山 三反崎
甲西 東大津 八日市 石山 膳所
櫻田 吉田 梅本 谷口 石田 甲斐沼
安曇川 八日市 大津 2 堅田 高島 長浜北
山本 田中 三谷 澤原 川口 平井
東大津 堅田 高島 1 近江兄弟社 膳所 滋賀短
山本 大塚 野坂 松島 鈴木 横井川
膳所 近江兄弟社 虎姫 2 長浜北 草津東 高島
細井 小谷 宮本 1 奥村 土産 板東
安曇川 高島 瀬田工 1 湖南農 国際情報 膳所
北村 橋本 大谷 勝山 濱田
河瀬 東大津 大津 安曇川 瀬田工
高橋和 宮本 楯 宇都 桐畑
近江兄弟社 石山 1 八日市 石山 虎姫
北川 中村 黒川 佐藤 貴島 廣島
虎姫 長浜北 国際情報 膳所 大津 大津商
植村 小野澤 村下 吉川 永久
草津東 高島 滋賀短 安曇川 膳所
新田 山本 土守 北川 澤田
国際情報 湖南農業 高島 東大津 八幡
上村 恒川 名取 1 河合 西山 井原
膳所 大津 瀬田工 2 近江兄弟社 東大津 八日市
馬場 楠野 久野 川森 川端 山口
大津 大津商 膳所 長浜北 膳所 河瀬
速形 今西 澤井 中野 森 筧
滋賀短 安曇川 高島 膳所 八幡工 石山
梶木 谷口 冨田 神里 元中 杉本
彦根工業 高島 長浜北 甲西 彦根工業 近江兄弟社
前田 大野 新田
甲西 日野 東大津

54

55

56

49

50

52

53

47

51

39

57

63

60

32

43

44

45

46

58

59

40

41

42

48

34

35

36

37

38

64

65

31

33

61

62

28

27

30

29

25

24

26

23

22

21

20

19

18

17

16

15

3-2

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

1

4

3

2



湖西オープン卓球大会

平成３０年３月２８日

滋賀県立体育館

女子Ｓ予選リーグ→決勝トーナメント

1位 2位 3位 1位 2位 3位
綾井 平山 三宅 北川 荒尾 長廻
滋賀短 大津 安曇川 長浜北 草津東 石山
山堀 前川 伊東 1 中西 梶谷 太田
長浜北 高島 膳所 東大津 大津商 甲西
田中 西村 藤澤 2 2 沼田 有澤 岩見
東大津 八幡 大津商 高島 安曇川 滋賀短
丸本 八田 佐藤 吉川 浅野 浅尾
長浜北 堅田 石山 長浜北 膳所 大津
野田 杉山 掛橋 1 2 1 薮田 山田 川合
近江兄弟社 甲西 高島 2 河瀬 堅田 東大津
瀧上 中川 岡田 韮沢 國友 沖津
長浜北 石山 堅田 八幡 長浜北 安曇川
釆野 新海 中川 大槻 谷口
高島 膳所 虎姫 石山 東大津
北島 山田 中川 1 1 1 鵜飼 一谷 松井
甲西 東大津 八日市 草津東 長浜北 大津商
松本 保木 村井 北脇 西村
草津東 安曇川 大津商 1 東大津 八日市
奥村 堀内 阿部 柴原 倉橋
膳所 河瀬 大津商 大津商 堅田
小島 上本 岸田 鬼塚 田中 奥田
草津東 石山 高島 2 長浜北 虎姫 高島
前川 甲斐 森岡 加悦 伊串 江龍
長浜北 安曇川 大津 安曇川 高島 八幡
宮澤 冨田 備瀬 1 1 隅田 吉武
甲西 八幡 東大津 1 八幡 河瀬
津野 西山 2 千田 宮島 出
滋賀短 大津商 長浜北 草津東 石山
森 三木 福井 坂田 中野 梅田
長浜北 安曇川 堅田 1 堅田 滋賀短 東大津
勝木 井上 槌野 1 2 1 坂本 薄永 山田
長浜北 高島 大津 1 大津商 東大津 膳所
速水 木村 堀川 平塚 堀 今野
虎姫 膳所 湖南農 長浜北 大津 高島

髙山 下村
安曇川 甲西
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