
女子ダブルス

150歳以上
増子　せつ

ピンポン倶楽部 河北ベテラン会 桜桃くらぶ

西野目　洋子 早坂　ヨシ子 吉田　富子

中鉢　法子 森谷　美智

女子ダブルス

100歳以上

女子ダブルス

120歳以上

女子ダブルス

140歳以上

男子ダブルス

120歳以上

男子ダブルス

140歳以上

男子ダブルス

150歳以上

混合ダブルス

150歳以上

男子ダブルス

一般

男子ダブルス

100歳以上

混合ダブルス

100歳以上

混合ダブルス

120歳以上

混合ダブルス

140歳以上

大沼　紘子 宇野　道子

鶴岡第六クラブ

山本　裕子 阿部　美春

スマイル会 チーム山形 上山ラージクラブ 鶴岡三暘クラブ

鶴岡城北・チーム鶴岡 ピンポン倶楽部 上山ラージクラブ

齋藤　愛子 小野　幸 田中　みさ子 小池　絹

加藤　フジ子 本間　美智子

東根.LBC チーム　セブン

高橋　美根子 皆川　文子 山口　恵子 髙橋　由美子

奥山　真理子 柾谷　真喜子

鹿柴　優子 滝口　恵美 髙橋　裕子

中谷　美喜子 森谷　久美子 渋谷　優子

東根.LBC

渡部　博 荒木　幸夫

チーム鶴岡 河北ベテラン会 長井白つつじ・長井ラージ 上山ラージクラブ

天童クラブ 鶴岡第六クラブ 桜桃くらぶ

丸山　淳一 森谷　俊昭 板垣　登 工藤　集絃

芳賀　誠 後藤　洋一

高橋　幸蔵 髙橋　新次 五十嵐　幸喜 寒河江　高好

山口　正一 山口　喜久雄 佐藤　正敏 佐藤　眞行

山形クラブ

阿部　浩昭 城戸口　雄一

スマイル会 酒田FC・上郷 朝暘クラブ 山形クラブ

東根.LBC LOVE＠ALL

市川　芳章 菅野　正弘 佐藤　公 武田　功一

渡邉　政廣 佐藤　繁和

阿部　道夫 山口　定春 高橋　一裕

丹野　義和 武田　孝 黒坂　浩和

ピンポン倶楽部

松田　数史

チーム山形・ASEジャパン FA酒田クラブ・チーム山形 つばさクラブ

チーム鶴岡・鶴岡城北 ノース村山淡交クラブ・スマイル会 山形クラブ

今野　正 矢作　元気 髙橋　清明

長谷川　直紀 河合　優太

河村　吉夫 菅原　進 高橋　榮一 中野　俊夫

太田　トクエ 八向　啓子 新関　千鶴子 田中　良子

山形クラブ

杉本　久美子 佐藤　晴 太田　清子 滝口　洋子

チーム山形 天童クラブ 山形クラブ 天童クラブ

酒田FC 山形クラブ 酒田FC 余目クラブ

伊藤　誠二 石垣　賢一 二戸　貢 工藤　祥寛

吉田　恵里

スマイル会

吉野　雅之

桜田　幸雄 小山　久雄 五十嵐　慎一 森屋　孝

小寺　弘子 荒井　悦子 阿部　周子 齋藤　富士子

中鉢　和浩 長谷川　徹

菊地　明美 栗田　祐子 今野　久美子

つばさクラブ・チームセブン LOVE＠ALL チーム山形・つばさクラブ

平成30年　第16回　山形県ラージボール選手権大会　結果　1 H30年11月18日 会場　東根市民体育館

種　目 優　勝 2　位 3　位 3　位

秋葉　正昭



女子シングルス
須藤　ミツエ 丸藤　郁子 早坂　ヨシ子

80歳以上
寒河江クラブ 酒田みひさわ会 河北ベテラン会

女子シングルス
滝口　洋子 田中　良子 渋谷　菊井 八向　啓子

75歳以上
天童クラブ 山形クラブ 鶴岡第六クラブ 鶴岡城北

女子シングルス
皆川　文子 杉本　久美子 藤原　美恵子 新関　千鶴子

70歳以上
チーム山形 チーム山形 ウィングス庄内 スマイル会

女子シングルス
菅原　千恵 高橋　淳子 井上　美智子 金田　正子

65歳以上
鶴岡クラブ 山形クラブ ピンポン倶楽部 長井ラージクラブ

女子シングルス
高橋　美根子 奥山　真理子 今野　久美子 穂波　恵子

60歳以上
スマイル会 スマイル会 つばさクラブ 天童クラブ

女子シングルス
吉田　恵里 大谷部　よし子 小寺　弘子 山口　洋子

50歳以上
スマイル会 長井ラージクラブ 酒田FC 上山ラージクラブ

男子シングルス
工藤　集絃 板垣　登 鈴木　和夫 山口　巌

80歳以上
上山ラージクラブ 長井白つつじ 寒河江クラブ 鶴岡第六クラブ

男子シングルス
河村　吉夫 寒河江　幹郎 丸山　淳一 高橋　幸蔵

75歳以上
山形クラブ ヒーロークラブ チーム鶴岡 山形クラブ

男子シングルス
伊藤　誠二 小山　久雄 佐藤　公 二戸　貢

70歳以上
チーム山形 山形クラブ 朝暘クラブ 山形クラブ

男子シングルス
桜田　幸雄 市川　芳章 髙橋　信夫 長南　寛

65歳以上
酒田FC スマイル会 スマイル会 鶴岡クラブ

男子シングルス
高橋　一裕 齋藤　茂 五十嵐　慎一 森屋　孝

60歳以上
LOVE＠ALL 東根.LBC 酒田FC 余目クラブ

50歳以上

秋葉　正昭 吉野　雅之 長谷川　直紀 滝口　浩章

スマイル会 つばさクラブ ASEジャパン 東根.LBC

河合　優太 今野　正

つばさクラブ チーム山形 チーム山形

松田　数史
男子シングルス

一般

男子シングルス

平成30年　第16回　山形県ラージボール選手権大会　結果　2 H30年11月18日 会場　東根市民体育館

種　目 優　勝 2　位 3　位 3　位


