
大　会 種　目 優　勝 準優勝 参加数
第5回北海道シニアバドミントン選手権大会 30男子複 本田 敦英 横山 忍 松岡 克好 西村 晃 　５
2012.08.17-19 上山 和成 折笠 孝行 館山 友和 斉藤 哲雄

旭川市総合体育館 (ＭＯＮＳＴＥＲＳ) (ＭＯＮＳＴＥＲＳ) (幕別町バドミントン協会) (ＪＴ･スポーツロハス)

30男子単 竹下 大介 得能 浩志 角谷 淳一 横山 忍 １１
(ＢｅーＦｒｅｅｚ) (根室市役所) (ＮＴＴ北海道) (ＭＯＮＳＴＥＲＳ)

30女子複 石澤 優香 首藤 美知枝 岩戸 和恵 雪田 雅子 ４
嶋田 史 山本 由香里 花井 久美 野村 さおり
(札幌レディース) (札幌遊羽クラブ) (旭川あさひクラブ) (旭川サクサク)

30女子単 長瀬 史香 ３
(ＳＭＣ)

40男子複 橋場 孝啓 長田 浩之 谷 博文 松尾 必勝 ６
新井 光寿 田中 義仁 田辺 道郎 堀部 豊美
(乾杯倶楽部) (乾杯倶楽部･ホワイトウェーブ) (北海道大学･札幌市役所) (苫小牧市立糸井小学校･苫小牧クラブ)

40男子単 西村 晃 山下 隆之 吉田 一郎 ３
(ＪＴ) (海上保安庁) (旭川サクサク)

40女子複 五島 かおり 松浦 りゆ子 大崎 恵 ３
宮川 里恵 髙橋 眞紀 川端 浩生
(札幌カーニバル) (ＰＲＯＳＨＯＰ ＹＡＭＡＮＯ･ヴィクトリー カフェ) (旭川愛好会)

40混合複 郷路 一郎 田中 義仁 佐藤 彰洋 ３
川島 満 川端 和子 瀬戸 聖子
(ＪＲ北海道ＯＢクラブ･岩見沢ドルフィン) (ホワイトウェーブ･札幌ソフィ) (ＨＦＢクラブ)

50男子複 廣岡 光 前田 昭男 須田 幸雄 ３
髙橋 尚夫 三浦 徹 渡部 隆司
(函館ＢＬＣ ０６･ジャスト) (ラブ・オール旭川･ＴＢＣ旭川) (モモンガ旭川･ＣＯＬＯＲ’Ｓ旭川)

50女子単 西山 幸子 小西 章子 中村 恭子 ３
(清水町バドミントン協会) (名寄エース) (旭川大雪クラブ)

55女子複 山内 明美 三浦 まき子 大同 君枝 近藤 悦子 ５
和泉 真由美 渡部 京子 西村 康子 飯島 町子
(旭川フレンドリー) (ＴＢＣ旭川･滝川クラブ) (札幌まざ～る･深川クラブ) (深川クラブ)

55混合複 広岡 光 三浦 徹 畑山 茂美 ３
広岡 愛子 三浦 まき子 飯島 町子
(函館ＢＬＣ’０６) (ＴＢＣ旭川) (深川クラブ)

60男子複 竹村 正敏 斉藤 英嗣 南 聖敏 佐々木 英明 ７
吉野 幸広 西岡 和康 畑山 貞夫 川谷 昭男
(室蘭地区協会) (栗山協会･いしかり) (釧路フライト) (網走･興部)

60男子単 竹村 正敏 佐々木 英明 住田 茂 ３
(室蘭地区協会) (網走) (シニアーズ)

60混合複 前田 正行 兼平 秋男 佐々木 英明 北垣 修 ４
大同 君枝 高谷 智子 吉田 愛子 近藤 悦子
(厚真協会･札幌まざ～る) (旭川陵雲クラブ･滝川クラブ) (網走･北見) (深川クラブ)

65男子複 堀 文雄 京屋 孝治 出村 久治 岸田 進 ４
野川 豊 岩佐 穣 深栖 久幸 佐藤 英雄
(大麻クラブ･ＴＭＳ工業) (美瑛クラブ･旭川陵雲クラブ) (シニアーズ) (札幌清田)

65男子単 京屋 孝治 岩佐 穣 佐藤 英雄 ３
(美瑛クラブ) (旭川陵雲クラブ) (札幌清田)

70男子複 東 健治 松本 初男 住澤 幸男 中田 武夫 ４
佐々木 堅治 出花 英治 中嶋 弘志 五十嵐 宣善
(札幌･函館) (上川町連盟･東神楽愛好会) (深川･東月寒アカシア) (北見･ダイヤモンド)

三　位
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