
第62回北海道バドミントン選手権大会　第2回北海道シニアバドミントン選手権大会　結果一覧

氏　　　　名 所　属　名 氏　　　　名 所　属　名 氏　　　　名 所　属　名 氏　　　　名 所　属　名 氏　　　　名 所　属　名
藤　井　佑　介 札幌第一 松　尾　薫　乃 とわの森三愛
山　本　皓　策 札幌第一 鐙　　　沙　姫 とわの森三愛
銅　　　大　雅 札幌第一 山　家　ゆりか とわの森三愛
遠　藤　祐　太 札幌第一 鈴　木　　　萌 とわの森三愛
吉　原　康　司 札幌第一 赤　川　志　保 とわの森三愛
畑　本　康　貴 札幌第一 鶴　田　莉　里 札幌北斗
尾　野　拓　郎 札幌第一 竹　内　由佳利 北翔大学 鈴　木　知　道 JR北海道
佐久間　浩　平 札幌第一 宮　田　晶　代 北翔大学 後　藤　佳　代 JR北海道
多　田　亮　太 ＪＲ北海道 永　野　陽　子 ＪＲ北海道 竹　村　　　純 JR北海道
小　林　徹太郎 ＪＲ北海道 工　藤　亜　紀 ＪＲ北海道 永　野　陽　子 JR北海道
松　本　　　章 ＪＲ北海道 八　木　麻由加 北翔大学 多　田　亮　太 JR北海道
牧　野　公　亮 ＪＲ北海道 宮　下　香　織 北翔大学 工　藤　亜　紀 JR北海道
郷　路　一　郎 舞　　羽 飯　田　由紀乃 札幌遊羽クラブ
寺　尾　隆　司 舞　　羽 田　中　友　美 札幌遊羽クラブ
尾　山　晃　將 スポーツショップ尾山 阿　部　聡　美 釧路フライト
浅　水　　　健 スポーツショップ尾山 川　岸　理　恵 夢　　羽
川　田　純　充 川田産業 石　澤　優　香 乾杯倶楽部
日　詰　　　渉 利礼資材 大　宮　貴代子 乾杯倶楽部
斉　藤　哲　雄 スポーツロハス 伴　　　宏　美 苫小牧クラブ
高　本　邦　博 スポーツロハス 二　瓶　志津香 ＭＯＩＷＡ
佐　藤　　　信 乾杯倶楽部 笹　岡　恭代子 苫小牧クラブ 升　田　和　幸 札幌遊羽クラブ
長　田　浩　之 乾杯倶楽部 首　藤　美知枝 札幌遊羽クラブ 飯　田　由紀乃 札幌遊羽クラブ
中　山　隆　一 ホワイトシャトル 中　山　悟　子 小樽シーガル 田　中　義　仁 ホワイトシャトル
田　中　義　仁 ホワイトシャトル 大　田　元　子 ＪＲクラブ 箱　田　みち子 札幌パール
平　野　茂　泰 ＮＢＴ 摂　田　美佐子 厚別体育振興会 中　田　仁　史 島　　牧
尾　野　純　一 ＮＢＴ 川　端　和　子 札幌ソフィー 中　田　真理子 島　　牧
野　沢　修　一 釧路フライト 安　瀬　れい子 ベアーズ 中　山　隆　一 ホワイトシャトル
阿　部　　　剛 釧路フライト 伊　藤　美　香 北海道大学 摂　田　美佐子 厚別体育振興会
山　本　晴　通 ＪＲ貨物 永　田　悦　子 函館教職員
西　岡　和　康 いしかり 三　浦　広　子 函館教職員
住　田　　　茂 函館教職員 大　同　君　枝 札幌まざ～る
大　橋　昌　郎 札幌藻岩高 木　村　美智代 岩見沢シャトル
竹　村　辰　也 小　　樽 吉　田　待　子 小樽ＢＢシックス
松　田　雄　八 岩　　内 吉　田　友　美 小樽ＢＢシックス
奥　山　和　也 小樽量徳小 大　嶺　千枝美 小樽シーガル
中　田　仁　史 島　　牧 大　類　真理子 チームＳＡＷＡ
渋　井　　　明 アサヒスポーツ 青　木　夫早江 旭川シャトル 渋　井　　　明 アサヒスポーツ
藤　田　富　雄 小　　樽 髙　谷　智　子 滝川シャトル 大　同　君　枝 札幌まざ～る
堀　　　文　雄 大麻クラブ 田　中　美津子 小樽シャトルクラブ 堀　　　文　雄 大麻クラブ
野　川　　　豊 積水化学 大　島　美津子 小樽ミセスクラブ 石　井　順　子 札幌わかば
遠　藤　雅　行 ＭＯＩＷＡ 石　井　順　子 札幌わかば 野　川　　　豊 積水化学
葛　西　晴　和 ＭＯＩＷＡ 石　橋　和　枝 札幌パール 石　橋　和　枝 札幌パール
阿　部　喜久夫 岩　　内 佐々木　英　明 網　　走
小　林　久　雄 岩　　内 吉　田　愛　子 北　　見
東　　　建　治 札　　幌
住　澤　幸　男 深　　川
柴　田　忠　義 ダイヤモンド
中　嶋　弘　志 東月寒アカシア
野　坂　豊三郎 ダイヤモンド
五十嵐　宣　善 ダイヤモンド
横　山　　　真 ダイヤモンド
中　田　武　夫 北　　見
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札幌静修

第３位 渡　辺　　　成 札幌第一 岩　鼻　　　舞 旭川実業

準優勝 高　田　　　憲 旭川実業 佐々木　希　笑

女子シングルス

優　勝 渡　部　　　大 旭川実業 奥　村　杏　菜 札幌静修

男子ダブルス 男子シングルス 女子ダブルス

牧　野　公　亮 ＪＲ北海道 幡　谷　若　奈 北翔大学

尾　野　拓　郎 札幌第一 村　山　祐　美 北翔大学

関　野　有　起 ＪＲ北海道 工　藤　亜　紀 ＪＲ北海道

寺　尾　隆　司 舞　　羽 二　瓶　志津香 ＭＯＩＷＡ

斉　藤　哲　雄 スポーツロハス 伴　　　宏　美 苫小牧クラブ

高　本　邦　博 スポーツロハス 田　中　友　美 札幌遊羽クラブ

西　尾　政　幸 札幌遊羽クラブ 阿　部　聡　美 釧路フライト

西　村　　　晃 Ｊ　　Ｔ

中　山　隆　一 ホワイトシャトル

諏訪内　信　二 ＢＬＡＮＫ’Ｓ

奥　山　和　也 小樽量徳小

大　橋　昌　郎 札幌藻岩高 三　浦　広　子 函館教職員

下　中　利　之 コモンズ 永　田　悦　子 函館教職員

豊　田　保　之 小樽量徳小 小　西　章　子 名寄エース

住　田　　　茂 函館教職員 　

遠　藤　雅　行 ＭＯＩＷＡ

阿　部　喜久夫 岩　　内

佐々木　英　明 網　　走

中　嶋　弘　志 東月寒アカシア

野　坂　豊三郎 ダイヤモンド

東　　　建　治 札　　幌

佐々木　堅　治 函館教職員


