
１位 ２位 ３位 ３位

今野　　正 金子　哲士 長堀　明良

武田　真理 金子美智子 角川　紀子

スマイル会 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｼｮｯﾌﾟｶﾈｺ FP卓球club

吉野　雅之 鈴木　　猛 飯田　浩二 武田　　孝

菊地　明美 髙橋　裕子 大山　和子 阿部　悠子

つばさｸﾗﾌﾞ つばさｸﾗﾌﾞ FP卓球club 東根ＬＢＣ

秋葉　正昭 長谷川　徹 大木　弘一 髙橋　清明

奥山真理子 今野久美子 加藤　博巳 渋谷佳代子

スマイル会 チーム山形 卓毘会・米沢卓愛会 つばさｸﾗﾌﾞ

村川　俊一 阿部　道夫 山川　輝彦

小和田純子 井上美智子 小林　恵子

スマイル会 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部

小山　久雄 関谷　知樹 佐藤　敬一 石垣　賢一

荒井　悦子 皆川　文子 伊藤　宏江 佐藤　　晴

山形クラブ ﾗｰｼﾞよねざわ 天童クラブ 天童クラブ

河村　吉夫 中野　俊夫 高橋　幸蔵

太田トクヱ 田中　良子 坂野　洋子

山形クラブ 山形クラブ 山形クラブ

矢口　　悟 井上　拓郎 鈴木　　勝 江本　剛典

鎚谷　知朗 左右田和馬 五十嵐　賢 佐藤　伶哉

金丸クラブ TEAM NEXUS 余目クラブ つばさｸﾗﾌﾞ

鈴木　洋之 岡部　一宏

甲州　文昭 深松　友洋

山形クラブ 余目クラブ

板垣　　巌 齋藤　　覚 岩瀬　行弘 森屋　　孝

赤塚　嘉知 齋藤　　茂 菅野　　進 石川　武利

天童クラブ 東根ＬＢＣ 米沢卓愛会 余目クラブ

宮野　次生 市川　芳章 大川　隆雄 伊藤　誠二

伊藤　茂美 渡邉　政廣 高橋　信夫 遠藤　正博

つばさｸﾗﾌﾞ スマイル会 上山ﾗｰｼﾞ・ｽﾏｲﾙ会 ﾁｰﾑ山形・ﾗｰｼﾞよねざわ

髙橋　榮一 荒木　幸夫 相原　晋一

渡邉新一郎 高橋　勝美 松島　秀次

ﾉｰｽ村山淡交ｸﾗﾌﾞ 上山ラージ 桜桃くらぶ

五十嵐志保 荒木美奈子

渡部なお子 佐竹　紀恵

双葉クラブ スマイル会

100歳以上

入　　　賞　　　者　　　一　　　覧

令和３年度　第１８回　山形県ラージボール卓球選手権大会

令和３年１１月１４日㈰　　米沢市営体育館

混

合

複

一般

100歳以上

120歳以上

130歳以上

140歳以上

150歳以上

女

子

複

一般

男

子

複

一般

100歳以上

120歳以上

140歳以上

150歳以上



１位 ２位 ３位 ３位

高橋美根子 大沼　若子 上村　玲子 佐藤　和子

吉田　恵理 門脇　春美 別部　典子 齋藤富士子

スマイル会 余目クラブ 長井ﾗｰｼﾞｸﾗﾌﾞ 余目クラブ

安部　恭子 大滝千代子 森谷　信子

太田　静子 江口とみ子 永沼　泰子

山形クラブ つばさｸﾗﾌﾞ 山形クラブ

新関千鶴子 西野目洋子

中川　敏子 中鉢　法子

チーム山形 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部

金子　哲士 今野　　正 河合　優太 佐藤　伶哉

ﾋﾟﾝﾎﾟﾝｼｮｯﾌﾟｶﾈｺ スマイル会 チーム山形 つばさｸﾗﾌﾞ

長谷川直樹 長谷川　徹 川村　一章 神西　誠吾

チーム山形 チーム山形 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部 卓毘会

秋葉　正昭 吉野　雅之 阿部　道夫 齋藤　　茂

スマイル会 つばさｸﾗﾌﾞ ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部 東根ＬＢＣ

石川　武利 高橋　信夫 渡邉　政廣 大木　弘一

余目クラブ スマイル会 スマイル会 卓毘会

小山　久雄 伊藤　誠二 渡邉新一郎 市川　芳章

山形クラブ チーム山形 ﾉｰｽ村山淡交ｸﾗﾌﾞ スマイル会

河村　吉夫 髙橋　和久 佐藤　正之 中野　俊夫

山形クラブ 天童クラブ つばさｸﾗﾌﾞ 山形クラブ

高橋　幸蔵 髙橋　榮一 板垣　　登

山形クラブ ﾉｰｽ村山淡交ｸﾗﾌﾞ 長井白つつじ

渡部なお子 武田　真理 荒木美奈子 佐竹　紀恵

双葉クラブ スマイル会 スマイル会 スマイル会

吉田　恵理 菊地　明美 阿部　悠子 大矢部よし子

スマイル会 つばさｸﾗﾌﾞ 東根ＬＢＣ 長井ﾗｰｼﾞｸﾗﾌﾞ

奥山真理子 山口　洋子 加藤　博巳 山本　裕子

スマイル会 上山ラージ 米沢卓愛会 上山ラージ

高橋美根子 大沼　若子 今野久美子 井上美智子

スマイル会 余目クラブ チーム山形 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部

皆川　文子 金田　正子 太田　静子 本田とみ子

ﾗｰｼﾞよねざわ 長井ﾗｰｼﾞｸﾗﾌﾞ 山形クラブ 米沢卓愛会

新関千鶴子 坂野　洋子 小家　紀里 田中　良子

チーム山形 山形クラブ ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部 山形クラブ

西野目洋子 奥山　律子

ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ倶楽部 天童クラブ

女

子

単

120歳以上

140歳以上

150歳以上

男

子

単

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

女

子

単

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


