
令和元年度　第１７回　山形県ラージボール選手権大会　結果　１ 実施期日：Ｒ１年１１月１７日

大会会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

種　　目 優　　勝 ２　　位 ３　　位 ３　　位

混合ダブルス 今野　　正 松田　数史

本間　千恵子 松本　幸子

チーム山形・鶴岡ＴＴＣ つばさクラブ・つくしクラブ

混合ダブルス 秋葉　正昭 吉野　雅之 中鉢　和浩 伊藤　　儀

吉田　恵里 菊地　明美 栗田　祐子 五十嵐　久美子

スマイル会 つばさクラブ ＬＡＶＥ＠ＡＬＬ あつみクラブ

混合ダブルス 阿部　道夫 白幡　克己 佐藤　一彦

井上　美智子 髙橋　由美子 阿部　美春

ピンポン俱楽部 鶴岡三晹クラブ 鶴岡三晹クラブ

混合ダブルス 村川　俊一 髙橋　信夫 横山　賢一 北川　秀雄

小和田　純子 森岡　玲子 小野　洋子 髙橋　淳子

スマイル会 スマイル会 つばさクラブ 山形クラブ

混合ダブルス 関谷　知樹 小山　久雄 佐藤　敬一 佐藤　正之

皆川　文子 荒井　悦子 伊藤　宏江 稲田　文子

チーム山形 山形クラブ 天童クラブ つばさクラブ

混合ダブルス 川村　吉夫 中野　俊夫 熊谷　民治 菅原　　進

太田　トクエ 田中　良子 奥山　律子 八向　啓子

山形クラブ 山形クラブ 天童クラブ チーム鶴岡・鶴岡城北

男子ダブルス 加藤　平喜 矢作　元気 大川　裕平

藤原　　勉 河合　優太 遠藤　一希

余目クラブ・鶴晹クラブ ＦＡ酒田クラブ・チーム山形 明　倫

男子ダブルス 齋藤　　覚 市川　芳章 高橋　一裕 五十嵐　慎一

齋藤　　茂 渡邉　政廣 高橋　秀一 佐藤　繁和

東根ＬＢＣ スマイル会 ＬＡＶＥ＠ＡＬＬ 酒田ＦＣ

男子ダブルス 髙橋　幸蔵 伊藤　誠二 二戸　　貢 武田　功一

山口　正一 田代　傳七 天野　正志 城戸口　雄一

山形クラブ チーム山形 チーム山形 山形クラブ

男子ダブルス 丸山　淳一 髙橋　榮一 白幡　信次

芳賀　　誠 渡辺　新一郎 山口　　巌

チーム鶴岡 ノース村山淡交クラブ 鶴岡第六クラブ

女子ダブルス 佐藤　珠希 森谷　久美子 菅原　昭代

柾谷　真喜子 土田　優子 渋谷　優子

チーム山形 東根ＬＢＣ・天童クラブ チームセブン・つばさクラブ

女子ダブルス 高橋　美根子 山口　洋子 大谷部　よし子 土井　美枝

奥山　真理子 山本　裕子 金田　正子 矢作　美惠子

スマイル会 上山ラージ 長井ラージクラブ ドリーム酒田・ＦＡクラブ

女子ダブルス 太田　静子 山本　みつゑ 田中　みさ子

安部　恭子 横山　和子 大沼　紘子

山形クラブ ウィングス庄内 ピンポン俱楽部

女子ダブルス 西野目　洋子 齋藤　愛子 新関　千鶴子

中鉢　法子 渋谷　菊井 中川　敏子

ピンポン俱楽部 鶴岡第六クラブ スマイル会・銀杏クラブ

一般

１２０歳以上

１４０歳以上

一般

１００歳以上

１２０歳以上

１３０歳以上

１４０歳以上

１５０歳以上

１５０歳以上

１００歳以上

１４０歳以上

１５０歳以上

１２０歳以上



令和元年度　第１７回　山形県ラージボール選手権大会　結果　２ 実施期日：Ｒ１年１１月１７日

大会会場：山形県総合運動公園メインアリーナ

種　　目 優　　勝 ２　　位 ３　　位 ３　　位

男子シングルス

チーム山形 遊学クラブ 余目クラブ チーム山形

男子シングルス

つばさクラブ チーム山形 あつみクラブ 東根ＬＢＣ

男子シングルス

東根ＬＢＣ スマイル会 ＬＡＶＥ＠ＡＬＬ ピンポン俱楽部

男子シングルス

酒田ＦＣ スマイル会 遊学クラブ スマイル会

男子シングルス

チーム山形 鶴岡クラブ スマイル会 山形クラブ

男子シングルス

山形クラブ 山形クラブ チーム鶴岡 鶴岡第四クラブ

男子シングルス

ノース村山淡交クラブ 上山ラージ 桜桃くらぶ 酒田ＦＣ

女子シングルス

明　倫 鶴岡ＴＴＣ つくしクラブ

女子シングルス

チーム山形 スマイル会 スマイル会 つばさクラブ

女子シングルス

スマイル会 チーム山形 上山ラージ 鶴岡三晹クラブ

女子シングルス

スマイル会 あつみクラブ ドリーム酒田 天童クラブ

女子シングルス

チーム山形 天童クラブ ウィングス庄内 山形クラブ

女子シングルス

スマイル会 鶴岡第六クラブ 山形クラブ 銀杏クラブ

女子シングルス

ピンポン俱楽部 寒河江クラブ 酒田みひさわ会

一般

５０歳以上

６０歳以上

６５歳以上

７０歳以上

７５歳以上

８０歳以上

今野　　正

齋藤　　茂

伊藤　誠二

７０歳以上

７５歳以上

８０歳以上

一般

５０歳以上

６０歳以上

６５歳以上

鈴木　　勝

高橋　一裕

市川　芳章

髙橋　榮一 工藤　集紘

河合　優太

吉野　雅之 長谷川　徹 伊藤　　儀 武田　　孝

牧　　拓実

阿部　道夫

桜田　幸雄 高橋　信夫 石塚　　昭 渡邉　政廣

秋葉　正昭

小山　久雄

川村　吉夫 髙橋　幸蔵 芳賀　　誠 鈴木　　宏

長南　　寛

蛸井　　祐 本間　千恵子 松本　幸子

西野目　洋子 須藤　ミツエ 丸藤　郁子

奥山　真理子 五十嵐　久美子

皆川　文子 佐藤　　晴

佐藤　珠希 吉田　恵里 奥山　美樹 菊地　明美

相原　晋一

新関　千鶴子 齋藤　愛子 田中　良子 中川　敏子

山本　みつゑ 太田　静子

穂波　恵子

髙橋　由美子高橋　美根子 柾谷　真喜子 山口　洋子

土井　美枝

佐藤　文司


