
令和元年　５月１８日(土) 長井市置賜生涯学習プラザ体育館
Ｎｏ． 種目 第１位 第２位 第３位 第３位

米山 貴之 ・ 鈴木 泉 中川 浩 ・ 赤井 光子 亀井 力 ・ 秋山 育子 近 晴美 ・ 菊地 明美
（福島：喜多方リミックス） （福島：喜多方リミックス） （鶴岡：チーム鶴岡） （長井：卓峰会・つばさクラブ）
轡田 崇幸 ・ 渡部 敏恵 千田 佳彦 ・ 村上 ふみ 長谷川 徹 ・ 今野 久美子 阿部 道夫 ・ 井上 美智子
（新潟：新潟ドリーム） （宮城：宮城ＳＰＳ） （山形：チーム山形） （山形：ピンポン倶楽部）

小山 久雄 ・ 荒井 悦子 和泉田 俊一 ・ 池 恵子 中川 善夫 ・ 鈴木 和子 髙橋 和久 ・ 武田 智子
（山形：山形クラブ） （新潟：チーム中山） （新潟：オリオン・卓好クラブ） （天童：天童クラブ）

渡部 洋一 ・ 田崎 朝子 津田 圭一 ・ 田村 ミサ子 熊坂 進 ・ 若松 和子 深瀬 正人 ・ 滝口 洋子
（福島：会津ラージ） （福島：会津ラージ） （宮城：仙台クラブ） （天童：天童クラブ）

矢作 元気 ・ 河合 優太 梅津 清明 ・ 渡部 敏朗 佐藤 邦美 ・ 野矢 三男
（山形：チーム山形） （川西：川西ラージ） （福島：福島みなみクラブ）
齋藤 覚 ・ 齋藤 茂 菅野 正弘 ・ 佐藤 繁和 最上 博之 ・ 赤塚 嘉知 市川 芳章 ・ 渡邉 政廣

（東根：東根．ＬＢＣ） （酒田：酒田クラブ・上郷） （山形クラブ・天童クラブ) （寒河江：スマイル会）
伊藤 誠二 ・ 関谷 知樹 井口 武志 ・ 福島 孝一 荒木 幸夫 ・ 高橋 勝美 鈴木 哲雄 ・ 松田 佳二

（山形：チーム山形） （福島：会津ラージ） （上山：上山ラージ） （山形：チーム山形）
高橋 幸蔵 ・ 中野 俊夫 森谷 俊昭 ・ 後藤 洋一 芳賀 誠 ・ 菅原 進

（山形：山形クラブ） （河北：河北ベテラン会） （鶴岡：チーム鶴岡）
高橋 美根子 ・ 吉田 恵里 金子 美智子 ・ 冨田 京子 鹿柴 優子 ・ 森谷 久美子

（寒河江：スマイル会） （米沢：きらり松川） （東根：東根．ＬＢＣ）
佐藤 孝子 ・ 奥山 真理子 内堀 早苗 ・ 玉鷹 トミ子 嘉藤 英子 ・ 川北 桂子 山口 洋子 ・ 山本 裕子

（寒河江：スマイル会） （福島：たんぽぽ） （米沢：きらり松川） （上山：上山ラージ）
杉本 久美子 ・ 皆川 文子 阿部 周子 ・ 土門 栄子 太田 静子 ・ 安部 恭子 小林 京子 ・ 佐藤 美智代

（山形：チーム山形） （酒田：酒田クラブ） （山形：山形クラブ） （新潟クラブ・長井ラージ）
田中 良子 ・ 石井 啓子 中丸 アイ子 ・ 千葉 清子 加藤 文子 ・ 須藤 ミツ江 八向 啓子 ・ 小野 幸

（山形：山形クラブ） （福島：会津ラージ） （寒河江：寒河江クラブ） （鶴岡：チーム鶴岡）
長谷川 直紀 米山 貴之 矢作 元気 近 晴美

（山形：チーム山形） （福島：喜多方リミックス） （山形：チーム山形） （長井：卓峰会）
齋藤 茂 板坂 淳 佐久間 昌弘 渡邉 政廣

（東根：東根．ＬＢＣ） （東根：東根．ＬＢＣ） （福島：球極） （寒河江：スマイル会）
轡田 崇幸 和泉田 俊一 伊藤 誠二 小山 久雄

（新潟：新潟ドリーム） （新潟：チーム中山） （山形：チーム山形） （山形：山形クラブ）
渡部 洋一 中川 善夫 津田 圭一 中山 勝

（福島：会津ラージ） （新潟：オリオン） （福島：会津ラージ） （新潟：チーム中山）
渡部 智子 森 茂子 渡部 なお子 吉田 恵里

（山形：チーム山形） （福島：たんぽぽ） （鶴岡：ＳＰＤ４４） （寒河江：スマイル会）
高橋 美根子 村上 ふみ 山口 洋子 井上 美智子

（寒河江：スマイル会） （宮城：柊クラブ） （上山：上山ラージ） （山形：ピンポン倶楽部）
佐藤 孝子 田村 ミサ子 皆川 文子 稲田 文子

（寒河江：スマイル会） （福島：会津ラージ） （山形：チーム山形） （南陽：つばさクラブ）
若松 和子 中澤 房子 田崎 朝子 齋藤 愛子

（宮城：柊クラブ） （新潟：新潟ドリーム） （福島：会津ラージ） （鶴岡：鶴岡第六クラブ）

令和元年度　長井市夏季総合体育大会（あやめ祭り）卓球競技会　ラージボールの部　　成績一覧

7 ラージ男子ダブルス(140歳以上)

1 ラージ混合ダブルス(120歳未満)

2 ラージ混合ダブルス(120歳以上)

11 ラージ女子ダブルス(140歳以上)

3 ラージ混合ダブルス(140歳以上)

5 ラージ男子ダブルス(120歳未満)

6 ラージ男子ダブルス(120歳以上)

4 ラージ混合ダブルス(150歳以上)

8 ラージ男子ダブルス(150歳以上)

9 ラージ女子ダブルス(120歳未満)

10 ラージ女子ダブルス(120歳以上)

12 ラージ女子ダブルス(150歳以上)

14 ラージ男子シングルス(60歳以上)

15 ラージ男子シングルス(70歳以上)

13 ラージ男子シングルス(60歳未満)

20 ラージ女子シングルス(75歳以上)

16 ラージ男子シングルス(75歳以上)

17 ラージ女子シングルス(60歳未満)

18 ラージ女子シングルス(60歳以上）

19 ラージ女子シングルス(70歳以上)


