
平成１８年度 札幌地区秋季高校バドミントン大会 結果
兼平成１８年度北海道高等学校選抜バドミントン大会南北海道予選会

・団体男子 ・団体女子
１位 札幌第一 とわの森三愛
２位 学園札幌 札幌静修
３位 札幌北斗 札幌国際情報
４位 札幌西陵 札幌北斗
５位 札幌龍谷 札幌西陵
６位 札幌国際情報 北広島

・男子ダブルス ・男子シングルス
１位 ・ （第一） (第一)中川 雄介 中村 隆志 平池 淳希
２位 (龍谷) （第一）萬年 朋人・館岡 祥太 諏訪内 翔大
３位 (学札) （第一）加藤 景太・澤田 純平 中川 雄介
４位 (学札) （第一）広瀬 裕野・星野 翔太 駒井 亜星

大屋 俊樹・小松 優太 (西陵) 銅 将雅 （学札）５位
６位 鷹野 文耶・葛西 優希 (藻岩) 安井 俊貴 (月寒)
７位 高橋 康之・酒田 恭輔 （龍谷） 阿部 巧 （啓成）

石川 岳明 （第一）８位 山本 慧・角谷 翔太 (第一）

推薦 田渕 雄喜・小野寺 豪 （第一） 推薦 鈴木 陵麻 (第一)
石川 岳明・鈴木 陵麻 (第一) 田渕 雄喜 (第一)

小野寺 豪 (第一)駒井 亜星・平池 淳希 （第一）
(第一)小場 裕大・諏訪内 翔大（第一） 小場 裕大

・ (学札) (第一)銅 将雅 山岸 亨輔 中村 隆志

・女子ダブルス ・女子シングルス
１位 小久保陽香・小野地友希 (静修) （とわの森）本間 美穂
２位 島津 未来・川岸 愛未 (静修） (とわの森)種市 汐莉
３位 大久保里美・高野 有香 (静修) (北斗)阿部 嘉織
４位 ・ (とわの森) 小泉さやか （とわの森）中川まどか 本間 美穂
５位 ・ (とわの森） (真栄)竹内 一葉 藏重 志帆 下田 慶子
６位 小泉さやか・ （とわの森） 大久保里美 (静修)種市 汐莉
７位 (北斗) (とわの森）阿部 嘉織・澁木 明奈 小島 真理奈
８位 (とわの森） 島津 未来 （静修）伊藤 友紀・福岡 かおり

推薦 小久保 陽香 （静修）
高野 有香 (静修)
小野地友希 （静修）

(とわの森)中川まどか
(とわの森)竹内 一葉

２年生２部大会
男子ダブルス 男子シングルス 女子ダブルス 女子シングルス

１位 高橋・川口 （手稲） 畠中（北） 永山・工藤（東） 吉田（恵北）
２位 上西・青木 （札南） 山田（東陵） 日沼・池田 （東陵） 永山（東）あ

３位 山田・天方 （東陵） 皆川（江別） 佐藤・嶋中（啓成） 岩崎（平岡）
３位 北御門・田中（藻岩） 井野（北） 尾崎・菱田（啓成） 浅野（拓北）

１年生大会

男子 東ブロック 西ブロック
ダブルス シングルス ダブルス シングルス

１位 石本・加藤（月寒) 森 山崎・西野(藻岩) 鷹野(藻岩)（真栄)
２位 井下・大久 (真栄) 本間 香月・岩佐(南) 葛西(藻岩)（恵北）
３位 大槻・坂本（北広島） 加藤 千葉・千本(国情) 山崎(藻岩)（月寒）
３位 森・五十嵐（真栄） 岡本 立島・椎名(篠路) 立島(篠路)（北広西）

女子 東ブロック 西ブロック
ダブルス シングルス ダブルス シングルス

１位 木村・数井(北広島) 澤口 (東) 川端・小野塚(新川) 三浦(国情)
２位 佐藤・上田(清田) 工藤 (東) 行徳・野間(龍谷) 藤田(稲北)
３位 八坂・中村(啓成) 小林(北広島) 大場・眞田(藻岩) 遠藤(西陵)
３位 佐藤・番 (真栄) 林 (北広島) 井島・七崎(北斗) 合田(北陵)



札幌龍谷

平成１８年度秋季団体戦決勝トーナメント女子　結果

３決

５決

札幌清田

６位 北広島

３位 札幌国際情報

５位 札幌西陵　

２位 西１部１位 札幌静修   

４位 札幌北斗

東６ 札幌月寒

西６ 札幌旭丘

東１部４位 札幌東

西５ 札幌龍谷

東５ 札幌東商業

西１部３位 札幌国際情報

東４ 札幌日大

西４ 札幌稲北

西１部２位 札幌北斗

東１部２位 北広島

東３ 札幌真栄

西３ 札幌啓北商業

東１部３位 札幌清田

西２ 石狩南

東２ 恵庭北

西１部４位 札幌西陵　

西１ 札幌新川

東１ 札幌第一

１位 東１部１位 とわの森三愛１位 東１部１位札幌第一

東１ 北広島

西１ 札幌工業

西１部４位石狩南

東２ 札幌東陵

西２ 札幌龍谷

東１部３位 札幌啓成

西３ 札幌拓北

東３ 大麻

２位 東１部２位 北海学園札幌

西１部２位 札幌西陵　

西４ 札幌光星

東４ 札幌清田

西１部３位 札幌国際情報

東５ 恵庭北

西５ 札幌藻岩

東１部４位 札幌月寒

西１部１位 札幌北斗

平成１８年度秋季団体戦決勝トーナメント男子　結果

西６ 札幌南

東６ 札幌真栄

札幌西陵　

札幌北斗

札幌東陵

３決

４位

３位

５位

６位

札幌龍谷

札幌国際情報

札幌月寒

５決



平成１８年度 札幌地区秋季高校バドミントン大会

団体戦対戦結果一覧

１位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 会場・期日・備考

北海学園札幌１ 札幌第一 札幌啓成 札幌月寒 北広島 札幌清田北海学園札幌
５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月２６日部

男
大麻２ 札幌真栄 大麻 札幌厚別 札幌東 立命館慶祥 北海

部 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月２５日

尚志学園３ 恵庭北 江別 北広島西 尚志学園 札幌平岡 札幌白石
子 部 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１８日

札幌東陵４ 札幌東陵 札幌平岸 札幌丘珠 千歳 千歳北陽 札幌新陽 恵庭南北星大附属高
部 １１月２３日

とわの森三愛１ とわの森三愛 北広島 札幌清田 札幌東 札幌第一 恵庭北
東 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１９日部
女

札幌真栄２ 札幌真栄 札幌東商業 札幌白石 大麻 札幌丘珠 札幌厚別
部 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月２５日

千歳３ 札幌月寒 北広島西 江別 札幌啓成 千歳 札幌平岸
子 部 ４勝１敗 ４勝１敗 ３勝２敗 ３勝２敗 １勝４敗 ５敗 １１月１９日

マッチ＋７ マッチ＋７ マッチ＋３ マッチ＋１
ゲーム＋１６ ゲーム＋１１

４ 北星大附属高札幌日大 札幌平岡 野幌 立命館慶祥北星大附属高
４勝 ３勝１敗 ２勝２敗 １勝３敗 ４敗 １１月２３日部

札幌東陵５ 札幌東陵 北海 恵庭南 当別
部 ３勝 ２勝１敗 １勝２敗 ３敗 １１月１９日

札幌西陵１ 札幌北斗 札幌西陵 石狩南 札幌拓北 札幌工業札幌国際情報
５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１１日部

男

札幌新川２ 札幌龍谷 札幌藻岩 札幌新川 札幌南陵 札幌旭丘 札幌開成
部 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１８日

札幌北子 ３ 札幌光星 東海大四 札幌北 札幌稲雲 札幌稲北 札幌琴似工業
４勝１敗 ４勝１敗 ４勝１敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１９日部
マッチ＋８ マッチ＋７ マッチ＋３

西 札幌西４ 札幌南 札幌手稲 札幌西 札幌北陵 札幌篠路 札幌創成
部 ５勝 ４勝１敗 ２勝３敗 ２勝３敗 ２勝３敗 ５敗 １１月１９日

マッチ+１ マッチ±０ マッチー４

札幌静修１ 札幌静修 札幌北斗 札幌西陵 札幌龍谷 石狩南札幌国際情報
５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１９日部

札幌旭丘２ 札幌新川 札幌旭丘 札幌開成 札幌北陵 札幌稲雲 札幌山の手
部 ５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１９日

女
札幌稲北３ 札幌稲北 札幌拓北 札幌藻岩 札幌西 札幌篠路 札幌南

５勝 ４勝１敗 ３勝２敗 ２勝３敗 １勝４敗 ５敗 １１月１８日部

札幌啓北商業４ 札幌啓北商業 札幌手稲 札幌南陵 石狩翔陽 東海大四北星学園女子
５勝 ４勝１敗 ２勝３敗 ２勝３敗 １勝４敗 １勝４敗 １１月２３日子 部

マッチ－２ マッチー４ マッチー６ マッチー９

札幌稲西５ 札幌創成 札幌北 札幌稲西 札幌大谷
部 ３勝 ２勝１敗 １勝２敗 ３敗 １１月１８日



5位決定戦

角　谷・山　本 ( 第　　一 ) 6

鷹　野・葛　西 ( 藻　　岩 ) 7

大　屋･小　松 ( 西　　陵 )

高　橋･酒　田 ( 龍　　谷 )

4

5

79 萬　年・館　岡 ( 龍　　谷 )

合　志・羽　野 ( 江　　別 )

熊　谷・綿　谷 ( 光　　星 )土　肥・京　谷 ( 旭　　丘 ) 39 78

粟　生・　星 ( 北　  陵 ) 38 77

阿　部・川　端 ( 西　　陵 )

間　澤・野　口 (学園札幌)

蠣　崎・羽　田 ( 北広島 ) 37 76

36 75

岩　佐・三　浦 ( 大　　麻 )

粟飯原・立　島 ( 厚　　別 )

道　下・岩　波 ( 稲　　北 )

工　藤・高　橋 ( 啓　成 ) 35 74

胡摩崎・佐々木 ( 真　　栄 ) 34 73

加賀谷・石　村 ( 北　　陵 )

片　桐・小　山 ( 立命館 )

相　内・鷹　巣 ( 光　　星 ) 33 72

32 71

大　室・加野島 (国際情報)

山　田・宮　澤 ( 学　　札 )

相　茶・藤　原 ( 尚　　志 )

杉　山･今　澤 (札幌工業) 31 70

高　橋･酒　田 ( 龍　　谷 ) 30 69

三　島・小　林 ( 白　　石 )

水　野･小田島 ( 厚　　別 )

福　岡･渡　辺 ( 北　　斗 ) 29 68

28 67

杉　田・田　邊 ( 北広島 )

鹿　嶋・水　戸 ( 啓　　成 )

小　斎・村　井 (    西　   )

中　村･杉　原 ( 拓　　北 ) 27 66

岩　根･高　橋 ( 清　　田 ) 26 65

岡　本・荒　谷 (北広島西)

俵　谷･大　石 ( 新　　川 )

田　中･藤　堂 (大　　麻 ) 25 64

24 63

芦　田・矢　嶋 (東海第四)

佐　野・武　田 ( 清　　田 )

相　原・杉　原 ( 拓　　北 )

岡　野･　堺 ( 藻　　岩 ) 23 62

原　口・田　中 ( 　　東 　 ) 22 61

鷹　野・葛　西 ( 藻　　岩 )

中　川･中　村 ( 第　　一 )

坂　本･山　際 ( 西　　陵 ) 21 60

20 59

南　部・片　井 ( 啓　　成 )

谷　内・浦　上 ( 北　　海 )

中　村・朝　日 ( 清　　田 )

阿　部・澤　永 ( 啓　　成 ) 19 58

中　山・三　浦 ( 石狩南 ) 18 57

寺　田・渡　邊 (   東      )

市　川・吉　谷 ( 北　　斗 )

佐　藤・對　馬 (北広島西) 17 56

16 55

角　谷・山　本 ( 第　　一 )

市　川・山　田 ( 南　　陵 )

最　上・東　川 ( 北　　陵 )

安　井・山　田 ( 月　　寒 ) 15 54

森　下・畠　守 ( 北広島 ) 14 53

佐　藤・小　林 ( 龍　　谷 )

　坂　・大　浦 ( 光　　星 )

朝　長・覚　幸 ( 藻　　岩 ) 13 52

12 51

高　田・永　井 ( 新　　川 )

長谷川・本　間 ( 恵庭北 )

谷　藤・土　方 ( 稲　　北 )

西　村・木　村 ( 南　　陵 ) 11 50

大　屋･小　松 ( 西　　陵 ) 10 49

角　波・南　山 ( 大　　麻 )

胡摩崎・千　葉 ( 真　　栄 )

川　西・二　瓶 (国際情報) 9 48

8 47

清　水・福　田 ( 北広島 )

佐　藤・山　本 ( 西　　陵 )

能　登・井　野 ( 　北　   )

平　間・半　田 ( 清　　田 ) 7 46

岩　本・皆　川 (江　　　別) 6 45

佐　藤・平　田 ( 石狩南 )

渡　辺・石　谷 (新　　川 )

土　谷・細　田 (　　西     ) 5 44

4 43

小　林・松　平 ( 真　　栄 )

小　松・山　村 (    西     )

齋　藤・斉　藤 ( 北　　斗 )

赤　坂・野　戸 (稲　　北 ) 3 42

　林　・今　井 ( 大　　麻 ) 2 41

平成１8年度　　札幌地区秋季高校バドミントン大会　　

１部男子ダブルス　1２月９日（土）清田区体育館・１０日（日）西区体育館

加　藤・澤　田 (学園札幌) 1 40 広　瀬・星　野 (学園札幌)

7位決定戦

高　橋･酒　田 ( 龍　　谷 ) 4

角　谷・山　本 ( 第　　一 ) 5

3位決定戦

加　藤・澤　田 (学園札幌) 4

広　瀬・星　野 (学園札幌) 5



平成１8年度　札幌支部秋季高校バドミントン大会

１部女子ダブルス　1２月９日（土）白石区体育館・１０日（日）野幌運動総合公園

2 27

中　川・本　間 (とわの森) 1 26 阿　部・澁　木 (北　　斗 )

阿　部・諏訪部 (江　　別 )

加　藤・目　黒 (静　　修 ) 3 28 業　天・高　柳 (石狩南 )

大　西・後　藤 (新　　川 )

辻　本・　伴 (月　　寒 ) 4 29

川　戸・鈴　木 (国際情報)

諏訪部・鎌　仲 (江　　別 ) 5 30

　林　・中　川 (北広島 )

高　橋・菊　地 (新　　川 )

島　津・川　岸 (静　　修 )

池　田・高　島 (第　　一 )

増　田・三　浦 (国際情報) 7 32

6 31

辻　石・長　内 (北　　斗 ) 8 33

平　岩・田　所 (清　　田 )

手倉森・石　川 (龍　　谷 ) 9 34

住　友・小　島 (とわの森)

木　下・工　藤 (龍　　谷 )

地　主・小　野 (尚　　志 )

古　林・　林 (北広島 )

　森　・渡　部 (西　　陵 ) 11 36

10 35

吉　田・大　楽 (恵庭北 ) 12 37

前　川・山　田 (東商業 )

伊　藤・福　岡 (とわの森) 13 38

小　田・鷲　見 (西　　陵 )

黒　田・矢　野 (北　　斗 )

渡　辺・笠　川 (とわの森)

小野地・大久保 (静　　修 )

氏　家・氏　家 (北広島西) 15 40

14 39

高　砂・長谷川 (北　　斗 ) 16 41

大久保・高　野 (静　　修 )

佐々木・大　崎 (石狩南 ) 17 42

柴　田・南　田 (新　　川 )

阿　部・原　田 (龍　　谷)

下　田・伊　東 (真　　栄 )

遠　藤・石　川 （開　　成 )

牧　野・永　井 (西　　陵) 19 44

18 43

(江　　別 )

山　内・氏　家 (稲　　北 ) 21 46 雲　藤・　嵐 (北　　斗 )

小　泉・種　市 (とわの森) 20

(清　　田 ) 22 47

山　岸・久保田45

49

大　原・羽　島 (清　　田 )

倉　橋・藤　枝 (龍　　谷 ) 23 48 船　戸　・佐々木 (　　北     )

長　江・作　田

竹　内・蔵　重 (とわの森)

花　野・坂　本 (国際情報) 25

西　川・宮　川 (真　　栄 ) 24

7位決定戦

伊　藤・福　岡 (とわの森) 27

阿　部・澁　木 (北　　斗 ) 28

3位決定戦

中　川・本　間 (とわの森) 27

大久保・高　野 (静　　修 ) 28

5位決定戦

伊　藤・福　岡 (とわの森) 25

小　泉・種　市 (とわの森) 26

阿　部・澁　木 (北　　斗 ) 27

竹　内・蔵　重 (とわの森) 28



小　泉 (とわの森）

竹　原 (東商業)

阿　部 (北　　斗) 37 74

36 73

坂　本 (国際情報)

渡　部 (西　　陵)

宮　川 (真　　栄)

笠　井 (とわの森） 35 72

手倉森 (龍　　谷) 34 71

大　西 (新　　川)

高　橋 (新　　川)

川　戸 (国際情報) 33 70

32 69

林 (北広島)

池　田 (第　　一)

石　川 (龍　　谷)

高　砂 (北　　斗) 31 68

小　野 (尚　　志) 30 67

黒　田 (北　　斗)

小　田 (西　　陵)

住　友 (とわの森） 29 66

28 65

山　田 (東商業)

阿　部 (江　　別)

鷲　見 (西　　陵)

　嵐 (北　　斗) 27 64

諏訪部 (江　　別) 26 63

辻　石 (北　　斗)

木　下 (龍　　谷)

島　津 (静　　修） 25 62

24 61

工　藤 (龍　　谷)

平　岩 (清　　田)

益　田 (国際情報)

蔵　重 (とわの森） 23 60

高　柳 (石狩南) 22 59

小　島 (とわの森）

山　内 (稲　　北)

　伴 (月　　寒) 21 58

20 57

種　市 (とわの森）

加　藤 (静　　修）

氏　家 (稲　　北)

花　野 (国際情報) 19 56

田　所 (清　　田) 18 55

船　迫 (丘　　珠)

長　内 (北　　斗)

後　藤 (新　　川) 17 54

16 53

石　川 (開　　成)

澁　木 (北　　斗)

藤　枝 (龍　　谷)

原　田 (龍　　谷) 15 52

　森 (西　　陵) 14 51

川　岸 (静　　修）

伊　東 (真　　栄)

福　岡 (とわの森） 13 50

12 49

伊　藤 (とわの森）

菊　地 (新　　川)

大　崎 (石狩南)

中　川 (北広島) 11 48

大久保 (静　　修） 10 47

阿　部 (龍　　谷)

倉　橋 (龍　　谷)

前　川 (東商業) 9 46

8 45

久保田 (江　　別)

渡　辺 (とわの森）

牧　野 (西　　陵)

目　黒 (静　　修） 7 44

柴　田 (新　　川) 6 43

辻　本 (月　　寒)

永　井 (西　　陵)

青　山 (　　北　　) 5 42

4 41

地　主 (尚　　志)

鈴　木 (国際情報)

雲　藤 (北　　斗)

矢　野 (北　　斗) 3 40

山　岸 (江　　別) 2 39

平成１8年度　札幌地区秋季高校バドミントン大会

１部女子シングルス　1２月９日（土）白石区体育館・１０日（日）野幌運動総合公園・白石区体育館

本　間 (とわの森） 1 38 下　田 (真　　栄)

5位決定戦

大久保 (静　　修） 25

島　津 (静　　修） 26

下　田 （真　　栄) 27

小　島 (とわの森) 28

7位決定戦

島　津 (静　　修） 27

小　島 (とわの森) 28

3位決定戦

阿　部 （北　　斗) 27

小　泉 (とわの森) 28



5位決定戦
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76
77
78
79
80
81
82
83
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752
3

11
12
13
14
15

1

8
9
10

4
5
6
7

16
17
18

20
21
22

19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34
35

33

36

38
39
40

37

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

53
52

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

69
70

68

143
142

140
139

141

138
137
136
135
134
133
132
131
130
129
128
127
126

124
123
122

125

121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111

109

110

108
107

105
104

106

103

101
102

100
99
98
97
96

87

95
94
93

91
92

73

平　池 （第　　一） 74

86
85
84

90
89
88

小　林 （真　　栄）
三　島 （白　　石）
三　浦 （大　　麻）
鹿　嶋 （啓　　成）
高　田 （新　　川）
加野島 （国際情報）
谷　藤 （稲　　北）
岩　本 （江　　別）
坂　本 （西　　陵）
宮　澤 （学園札幌）
西　村 （南　　陵）
粟　生 （北　　陵）
酒　田 （龍　　谷）
中　村 （清　　田）
寺　田 （　東　　）
林 （大　　麻）
武　田 （清　　田）
矢　嶋 （東海四）
佐　藤 （石狩南）
粟飯原 （厚　　別）
杉　山 （札幌工業）
大和田 （東　　豊）
石　川 （第　　一）
土　肥 （旭　　丘）
森　下 （北広島）
橙　澤 （開　　成）
千　葉 （第　　一）
志　田 （　　西　　）

胡摩崎（彬） （真　　栄）
齋　藤 （北　　斗）
佐　　藤 （西　　陵）

星　野 （学園札幌）
中　川 （第　　一）
川　口 （手　　稲）
三　浦 （石狩南）
大　浦 （光　　星）
平　間 （清　　田）
澤　永 （啓　　成）
原　口 （　東　　）
覚　幸 （藻　　岩）
山　岸 （学園札幌）

胡摩崎（樹） （真　　栄）
藤　原 （尚　　志）
渡　辺 （北　　斗）
市　川 （南　　陵）
小　林 （龍　　谷）
田　中 （大　　麻）
二　瓶 （国際情報）
阿　部 （西　　陵）
岡　田 （学園札幌）
市　川 （北　　斗）
東　川 （北　　陵）
中　村 （拓　　北）
木　下 （清　　田）
清　水 （北広島）
山　本 （第　　一）
千　葉 （大　　麻）
片　桐 （立命館）
大　屋 （西　　陵）
澤　田 （学園札幌）
道　下 （稲　　北）
高　橋 （清　　田）
上　西 （　　南　　）
館　岡 （龍　　谷）
山　村 （　　西　　）
工　藤 （啓　　成）

綿　屋 （光　　星）
安　井 （月　　寒）

諏訪内 （第　　一）
小　山 （立命館）
松　平 （真　　栄）
立　島 （厚　　別）
芦　田 （東海四）
川　端 （西　　陵）
山　田 （南　　陵）
間　澤 （学園札幌）
大　室 （国際情報）
　坂 （光　　星）
吉　谷 （北　　斗）
広　瀬 （学園札幌）
岩　佐 （大　　麻）
高　橋 （啓　　成）
中　山 （石狩南）
安　井 （第　　一）
佐　野 （清　　田）
永　井 （新　　川）
高　橋 （龍　　谷）
白　山 （南　　陵）
熊　谷 （光　　星）
相　原 （拓　　北）
朝　日 （清　　田）
福　田 （北広島）
最　上 （北　　陵）
下山田 （月　　寒）
小　松 （西　　陵）
朝　長 （藻　　岩）
渡　邊 （　　東　　）
小　林 （白　　石）
松　浦 （第　　一）
土　方 （稲　　北）
堀　尾 （平　　岡）
今　井 （　　　　　　）
小　松 （　　西　　）
銅 （学園札幌）

阿　部 （啓　　成）
合　志 （江　　別）
萬　年 （龍　　谷）
岩　根 （清　　田）
高　橋 （手　　稲）
浦　上 （北　　海）
山　田 （学園札幌）
山　本 （西　　陵）

（　　西　　）
相　茶 （尚　　志）

相　内 （光　　星）
能　登 （　　北　　）

（稲　　北）
千　家 （厚　　別）

川　西 （国際情報）
角　谷 （第　　一）

（学園札幌）
南　部 （啓　　成）

岡　野 （藻　　岩）
福　岡 （北　　斗）

（真　　栄）
佐　藤 （龍　　谷）

平　田 （石狩南）
京　谷 （旭　　丘）

（北広島西）
藤　堂 （大　　麻）

俵　谷 （新　　川）
木　村 （南　　陵）

（月　　寒）

田　邊 （北広島）

最　上 （新　　陽）
半　田 （清　　田）

荻　中 （学園札幌）

（稲　　北）

畠　山 （丘　　珠）
斉　藤 （北　　斗）

（石狩翔陽）
鷹　巣 （光　　星）

赤　坂

山　田

川　本

佐々木

加　藤

岩　波

小　斎

１部男子シングルス　1２月９日（土）清田区体育館・１０日（日）西区体育館・１６日白石区体育館
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駒　井 （第　　一）

谷　内 （北　　海）
野　口 （学園札幌）
伊　東

石　川 （第　　一） 61

安　井 （月　　寒） 62

　銅 （学園札幌） 63

阿　部 （啓　成） 64

7位決定戦

石　川 （第　　一） 61

阿　部 （啓　成） 62

3位決定戦

中　川 （第　　一） 61

駒　井 （第　一） 62


