
男子シングルス

種目

一般 橋本卓央 いわき卓球 柴田裕治 柚ノ葉クラブ 鎌田将吾 TeamSANKYO 渡辺健文 松川クラブ

４０歳以上 中島浩紀 ＧＢいわき 原健一 喜多方リミックス 横田広 柚ノ葉クラブ 竹内浩之 松川クラブ

５０歳以上 佐藤邦美 松川クラブ 遠藤清史 チームUEDA 濱松哲 GBいわき 中川浩 喜多方リミックス

６０歳以上 矢吹進 ＧＢいわき 山下治 TeamSANKYO 遠藤俊一 喜多方リミックス 堀内邦康 ＧＢそうま

６５歳以上 大槻力也 たんぽぽ 小豆畑信之 TeamSANKYO 横田一郎 会津クラブ 菅原愼一 松川クラブ

７０歳以上 佐藤敏夫 たんぽぽ 新妻久雄 たんぽぽ 大澤進 安積ラージ 菅野孝志 福島卓翔会

７５歳以上 山本光男 たんぽぽ 高橋英雄 二本松卓研 佐々木英雄 福島サンクラブ 渡部紘也 喜多方ラージ

８０歳以上 津田圭一 会津クラブ 渡部洋一 会津クラブ 小荒井俊雄 会津クラブ 佐原昌幸 ドレミクラブ

８５歳以上 山口常雄 安積ラージ

女子シングルス

種目

一般 外山愛 TeamSANKYO 遠藤綾子 柚ノ葉クラブ 新妻真衣 いわき卓球

４０歳以上 渡邊志保 柚ノ葉クラブ

５０歳以上 小松俊枝 TeamSANKYO

６０歳以上 新室栄子 会津クラブ 赤井光子 喜多方リミックス 石井敦子 チームUEDA 田中亮子 TeamSANKYO

６５歳以上 高塚美智子 チームそうま 木村美江子 福島卓翔会 高崎和美 GBいわき 佐藤茂子 会津クラブ

７０歳以上 田村ミサ子 会津クラブ 渡辺まつ子 会津クラブ 斎藤恵美子 Ｔ.I.S.S 本田トシ子 竹馬クラブ

７５歳以上 三浦洋子 ドレミクラブ 田崎朝子 会津クラブ 大橋トモ子 ドレミクラブ 関根邦子 安積クラブ

８０歳以上

８５歳以上 中丸アイ子 会津クラブ

混合ダブルス

種目

小西充 鈴木匠 柴田裕治

外山愛 新妻真衣 遠藤綾子

鎌田将吾 大堀勝雅

小松俊枝 渡邊志保

中島浩紀 中川浩 竹内浩之 松川クラブ

西山真知子 赤井光子 渡辺悦子 竹馬クラブ

遠藤俊一 小豆畑信之 矢吹進 杉本重隆

新室栄子 石井敦子 高崎和美 高塚美智子

小西正光 鈴木正則 チームそうま 佐藤敏夫 手代木義弘

田中亮子 八巻京子 新地クラブ 河本悦子 佐藤茂子

伊藤昌夫 新妻久雄 菅野孝志 菅原愼一 松川クラブ

斎藤恵美子 小針三枝子 木村美江子 本田トシ子 竹馬クラブ

津田圭一 渡部洋一 小荒井俊雄 佐々木英雄 福島サンクラブ

田村ミサ子 田崎朝子 渡辺まつ子 大橋トモ子 ドレミクラブ

佐原昌幸 熊倉信夫 安積ラージ

三浦洋子 関根邦子 安積クラブ

＊赤枠は決定戦がないので同率3位となります。 報告者 事務局 大槻力也

１６０歳以上 ドレミクラブ

１４０歳以上 Ｔ.I.S.S たんぽぽ 福島卓翔会

１５０歳以上 会津クラブ 会津クラブ 会津クラブ

１２０歳以上 会津クラブ TeamSANKYO GBいわき チームそうま

１３０歳以上 TeamSANKYO たんぽぽ 会津クラブ

１００歳以上 ＧＢいわき 喜多方リミックス

８０歳以上 TeamSANKYO 喜多方リミックス

一般 TeamSANKYO いわき卓球 柚ノ葉クラブ

１位 ２位 ３位 ４位

３位 ３位

１位 ２位 ３位 ４位

１位 ２位 ３位 ４位

平成31年度 第19回 福島県ラージボール卓球選手権大会＆全国富山大会予選 成績一覧

期日：平成３１年４月７日

会場：安積学習総合センター



男子シングルス

種目

一般 森隆茂 福島ラージ

６５歳以上 安斎薫 スカイクラブ

７５歳以上 武藤儀一 ドレミクラブ 高橋實 福島サンクラブ 山地清士 ドレミクラブ 青山善貞 若松クラブ

８０歳以上 高城義紘 T.I.S.S

女子シングルス

種目

７０歳以上 藤原イセ子 スカイクラブ

７５歳以上 佐藤よし子 ドレミクラブ

８０歳以上 正木京子 いわき水曜会

８５歳以上 鈴木ハツ子 福島サンクラブ

混合ダブルス

種目

安斎薫

藤原イセ子

齋藤健二

佐藤トミ子

武藤儀一 田中勇夫

佐藤よし子 正木京子

高城義紘 Ｔ.I.S.S 山地清士 高橋實

小原公子 ひまわりクラブ 香内洋子 鈴木ハツ子

報告者 事務局 大槻力也福島県ラージボール卓球協会

１６０歳以上 ドレミクラブ 福島サンクラブ

１５０歳以上 ドレミクラブ いわき水曜会

１４０歳以上 いわきローヤル

１位 ２位 ３位 ４位

１３０歳以上 スカイクラブ

３位 ４位

１位 ２位 ３位 ４位

１位 ２位

平成31年度 全国ラージボール卓球大会 広島大会 予選 成績一覧

期日：平成３０年４月１日

会場：安積学習総合センター


