
Ａ 高野　純平 旭川工業高校 熊谷　敏夫 札幌石山小 奥山　和也 小樽量徳小 後藤　貴宏 札幌西陵高校 勝敗 順位
1高野　純平 旭川工業高校 ３－０ 1
2熊谷　敏夫 札幌石山小 ０－３ 4
3奥山　和也 小樽量徳小 １－２ 3
4後藤　貴宏 札幌西陵高校 ２－１ 2

Ｂ 浅井　　哲 苫小牧工業高 阿部　　卓 旭川北高校 黒川　達朗 函館五陵中 妹尾　将義 とわの森三愛 勝敗 順位
1浅井　　哲 苫小牧工業高 ２－１ 2
2阿部　　卓 旭川北高校 １－２ 3
3黒川　達朗 函館五陵中 ０－３ 4
4妹尾　将義 とわの森三愛 ３－０ 1

Ａ１位 Ｂ１位

Ｂ２位 Ａ２位

Ａ 辻村　昌彦 函館遺愛女子高校 岩城　亮太 秩父別小 安田　　太 札幌大谷地東小 勝敗 順位
1辻村　昌彦 函館遺愛女子高校 ０－２ 3
2岩城　亮太 秩父別小 ２－０ 1
3安田　　太 札幌大谷地東小 １－１ 2

Ｂ 永井　　潤 北海道大学 高橋　寛光 旭川養護 樋口　　純 北海道高等盲学校 勝敗 順位
1永井　　潤 北海道大学 １－１ 2
2高橋　寛光 旭川養護 ０－２ 3
3樋口　　純 北海道高等盲学校 ２－０ 1

決勝トーナメント

Ａの１位 Ｂの１位

秩父別小岩城　亮太

×　９－２１　７－２１

○　２１－１１　２１－１２ ×　２４－２６　９－２１

○　21-7 19-21 21-13
○　２１－１９　２１－１９ ×　１７－２１　１９－２１

×　１９－２１　１９－２１

7

○　２１－１７　２１－１９

予選リーグ

×　7-21 21-19 13-21

１部男子単（１ＭＳ）変更版
予選リーグ

樋口　　純 北海道高等盲学校

○　２６－２４　２１－９

×　８－２１　１７－２１

７－１２　棄権

×　１７－２１　１５－２１

×　21-19 12-21 15-21

高野　純平 旭川工業高校

後藤　貴宏 札幌西陵高校

○　２１－３　２１－１３

妹尾　将義 とわの森三愛

１５－２１　１９－２１

２１－８
２１－１

８－２１　　１６－２１

×　１１－２１　１２－２１

○　２１－９　２１－７

２部男子単（２ＭＳ）

×　８－２１　９－２１

×　１１－２１　５－２１ ×　１９－２１　１８－２１ ×　３－２１　１３－２１

○　２１－1９　２１－１８

○　２１－１９　２３－２１

×　１２－２１　１４－２１○　２１－８　２１－１６ ○　２１－11　２１－5

○　10-21 21-15 21-15

○　19-21 21-12 21-15
×　１９－２１　２１－２３

○　２１－１３　２１－１６ ×　21-10 15-21 15-21

○　２１－８　２１－１７ ○　２１－１７　２１－１５

×　１９－２１　２１－２１

浅井　　哲 苫小牧工業高

×　８－２１　１６－２１

○　２１－１２　２１－１４ ○　２１－８　２１－９

決勝トーナメント

13
15

14



豊田　保之 小樽量徳小 山田　雅玲 苫小牧緑陵中 木村　裕昭 札幌西岡南小 山内　龍雄 札幌協会 舘山　隆広 長沼高校 勝敗 順位
1豊田　保之 小樽量徳小 ３－１ ２
2山田　雅玲 苫小牧緑陵中 ０－４ ５
3木村　裕昭 札幌西岡南小 ２－２ ３
4山内　龍雄 札幌協会 １－３ ４
5舘山　隆広 長沼高校 ４－０ １

奥山　淳子 小樽奥沢小 杉本　亜美 美唄中央小 永田　悦子 函館深掘中学校 勝敗 順位
1奥山　淳子 小樽奥沢小 １－１ 2
2杉本　亜美 美唄中央小 ２－０ 1
3永田　悦子 函館深掘中学校 ０－２ 3

福本　敏洋 札幌北白石中 佐々木　礼一 余市高等養護

荒川　　歩 苫小牧緑陵中 岩森　昭憲 とわの森三愛

田中　順一 帯広農業高 山口　一人 札幌北白石中 米田　　昌 種川小学校

高橋　尚夫 石狩花川中学校 和山　和彦 札幌前田中 大島　義浩 北斗久根別小

田中　順一 帯広農業高

高橋　尚夫 石狩花川中学校

山口　一人 札幌北白石中

和山　和彦 札幌前田中

米田　　昌 種川小学校

大島　義浩 北斗久根別小

○　２１－１９　２１－１９

１－１ ２

×　２０－２２　１６－２１

×　２０－２２　１４－２１ ○　２１－１６　２１－１１ ×　１７－２１　１２－２１

１０－２１　２１－９　２１－１５

勝敗 順位

○　２１－６　２１－１２ ○　２１－１５　２１－１５ ２－０ １

決勝リーグ

1

2 ×　６－２１　１２－２１ ×　９－２１　６－２１

3

決勝リーグ

○　２１－１２　２１－１５ ○　２１－９　２１－７

×　１２－２１　１５－２１

４０男子複（４０ＭＤ）

×　２１－１５　２１－１６ ○　２１－９　２１－６

×　１９－２１　１９－２１ ○　２１－８　２１－７

×　５－２１　３－２１

３部男子単（３ＭＳ）
決勝リーグ

３０男子複（３０ＭＤ）

1

×　７－２１　１７－２１

○　２２－２０　２１－１６

２部女子単（２ＷＳ）

○　２１－１１　２１－５

×　１１－２１　５－２１ ×　９－２１　７－２１

○　２１－７　２１－１７

×　８－２１　２３－２５

×　１６－２１　１１－２１ ×　４－２１　７－２１×　８－２１　７－２１

○　２１－５　２１－３

１部女子単（１ＷＳ）

1
二瓶　志津香 札幌東橋小 中田　順子 美深高等養護

○　２１－８　２５－２３ ○　２１－４　２１－７

０－２ ３

○　２１－１７　２１－１２

○　２２－２０　２１－１４

１５－２１　２０－２２



吉田　裕保 函館亀田小 船迫　新一郎 札幌米里中 住田　　茂 函館北日吉小

松田　勝則 函館西小 吉野　幸広 登別西陵中 三上　　明 函館北星小

吉田　裕保 函館亀田小

松田　勝則 函館西小
船迫　新一郎 札幌米里中

吉野　幸広 登別西陵中

住田　　茂 函館北日吉小

三上　　明 函館北星小

宮崎　岩次 札幌協会 深栖　久幸 函館協会
阿部　忠夫 とわの森三愛 野沢　勝広 函館協会

佐々木　堅治 函館協会 窪田　　薫 函館協会 中嶋　弘志 北海学園大学 五十嵐　宣善 札幌協会
東　　健治 札幌協会 横山　　真 札幌協会 柴田　忠義 札幌協会 中田　武夫 北見協会

佐々木　堅治 函館協会
東　　健治 札幌協会
窪田　　薫 函館協会
横山　　真 札幌協会
中嶋　弘志 北海学園大学

柴田　忠義 札幌協会
五十嵐　宣善 札幌協会
中田　武夫 北見協会

中川　めぐみ 函館金堀小学校 柏倉　由美子 岩見沢緑中 葛西　三津子 札幌平岡高 牟田　はるみ 白糠高
三浦　広子 函館五稜郭養護 瀬尾　雅美 札幌和光小 吉田　愛子 北見協会 清水　美香 札幌厚別高

中川　めぐみ 函館金堀小学校

三浦　広子 函館五稜郭養護

柏倉　由美子 岩見沢緑中

瀬尾　雅美 札幌和光小
葛西　三津子 札幌平岡高

吉田　愛子 北見協会
牟田　はるみ 白糠高
清水　美香 札幌厚別高

4

２－１ 2

１－２ 3

順位

３－０ 1

５０男子複（５０ＭＤ）

1

勝敗

１－１ ２3 ×　９－２１　１７－２１ ○　15-21 21-18 21-18

０－２ ３2 ×　１７－２１　１７－２１ ×　21-15 18-21 19-21

○　２１－１７　２１－１７ ○　２１－９　２１－１７ ２－０ １1

勝敗 順位

決勝リーグ

3

６０歳男子複（６０ＭＤ）

１－２

６５歳男子複（６５ＭＤ）
決勝リーグ

×　１３－２１　１６－２１ ０－３

1 ○　20-22 24-22 21-11○　16-21 21-14 21-11

2 ×　１４－２１　１０－２１ ×　１４－２１　１０－２１

○　２１－１４　２１－１０

×　１８－２１　１２－２１

3 ×　21-16 14-21 11-21 ○　２１－１５　２１－１２ ○　２１－１８　２１－１２

4 ×　１１－２１　２０－２２ ×　１２－２１　８－２１ ○　２１－１7　２１－１９

4 ×　22-20 22-24 11-21 ○　２１－１３　２１－１６

３－０ 1

０－３ 4

○　２１－１１　２２－２０

勝敗 順位

２－１ 2

○　２１－１２　２１－８

×　１７－２１　１９－２１

1

2 ○　２１－１６　２１－１５ ○　21-11 19-21 21-8

×　１６－２１　１５－２１ ○　21-15 18-21 21-17

３０歳女子複（３０ＷＤ）
決勝リーグ

3 ×　11-21 21-19 8-21 ×　15-21 21-18 17-21

２１－１７　２１－１７


