
 平成15年6月9日・10日　白石区体育館

優  勝 ２　位 ３　位

経験者 西山幸子・田中明美 鈴木百合恵・長谷部留美 吉田仁美・上原美和(札幌20)

合計70歳以下 十勝クィーン 札幌20 市川むつき・佐々木広美(札幌20)

経験者 永井恭子・佐藤理永 川瀬瑞枝・下山亜津子 海藤文子・林真理子(札幌ライラック）

合計71～80歳 札幌パール 札幌20 石田ゆかり・増井悦子(札幌ｼｰｶﾞﾙ・札幌幌南)

経験者 木村美智代・安藤真弓 竹島美知子・松田君子 高橋恵子・野代弘子(帯広向日葵)

合計81～90歳 岩見沢シャトル 札幌ｼｬﾄﾙﾌﾚｯｼｭ 諏訪とし子・田中節子(札幌ﾗｲﾗｯｸ)

経験者 菅原たき子・遠藤静子 三輪純子・藤本秀美 五十嵐芳子・曽我詩子(札幌すずらん)

合計91～100歳 札幌ﾊﾟｰﾙ・札幌ﾗｲﾗｯｸ 山口レディース 岩谷あい子・土井洋子(札幌ﾗｲﾗｯｸ)

経験者 梅木真琴・安部宏子 佐藤亜紀子・斉藤朗子 阿部光子・草間美幸(札幌パール・札幌北）

合計101歳以上 ｵｰﾊﾞｰｸﾞﾛｳ・ﾁｰﾑﾚﾝｶﾞ ｵｰﾊﾞｰｸﾞﾛｳ・ﾁｰﾑﾚﾝｶﾞ 杉戸清美・佐藤まゆみ(札幌ﾚﾃﾞｨｰｽ）

未経験者 十倉洋子・坂本礼 持田陽子・神戸雪子 山内輝子・冨塚薫(札幌ｽﾀｯﾌ)

合計70歳以下 札幌スタッフ 札幌北 江端恵子・田阪泉(東大和ﾚﾃﾞｨｰｽ）

未経験者 佐野玲子・岩田圭子 国田美幸・河西絹子 斉藤恵子・松島よう子(札幌ﾀﾞﾌﾞﾙｽ)

合計71～80歳 東大和ﾚﾃﾞｨｰｽ 札幌シーガル 平松智子・宮脇めぐみ(札幌20)

未経験者 岡元恭子・梶原千栄子 山村由枝・仲道雪枝 金田恵子・菊地喜美枝(札幌ｺｽﾓｽ)

合計81歳～90歳 福岡藤崎・福岡ｼｰｶﾞﾙ 茨城一期 江熊勢子・門馬秀(茨城・札幌）

未経験者 青木夫早江・高谷智子 熊迫悦子・川本かよ 梅沢慶子・北側昌子(室蘭ｳｲﾝｸﾞ・室蘭ｽﾏｯｼｭ）

合計91歳～100歳 旭川ｼｬﾄﾙ・滝川ﾏﾏさんｼｬﾄﾙ 鹿児島吉野・広島ｽﾏｯｼｭ 河本和枝・田中洋子(東京ﾅﾝﾊﾞｰｽﾞ)

未経験者 浅井螢子・佐々木智恵子 江原美智子・伊勢路子 魚住紘子・谷頭恵美子(室蘭ｳｲﾝｸﾞ)

合計101歳以上 旭川フレンドリー 長崎ラフランス 内田紅美子・島中玲子(北九州・札幌)

経験・未経験問わず 滝本幸子・野本泉 太田智江子・山下善子

合計110歳以上 九州・東京八王子 東京
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平成16年6月9日・10日　きたえーる 

優  勝 ２　位 ３　位

経験者 櫛山久美子・小嶋由美子 佐藤理永・星千春 工藤真智子・吉川和代

合計70歳以下 札幌カーニバル 札幌ウイップ・室蘭ウイング 札幌レディース

経験者 鈴木由紀・黒須理恵 粟飯原朱美・市川むつき 尾野敬子・木村道代(苫小牧BCK)

合計71～80歳 札幌カーニバル 札幌20 田素子村・新田章子(札幌わかば)

経験者 五島かおり・菊地千香 田中明美・松原環 高橋ひろみ・山本直美(十勝ｸｨｰﾝ)

合計81～90歳 札幌カーニバル 十勝クイーン 南ゆみ子・高村由香里　(岩見沢ｼｬﾄﾙ)

経験者 笈田礼子・鈴木百合恵 菅原たき子・遠藤静子 木村美智代・安藤真弓

合計91～100歳 札幌20 札幌ﾗｲﾗｯｸ・札幌みなみ 岩見沢シャトル

経験者 中谷美代子・澤谷美枝子 湯籐幸子・町谷真知子 五十嵐芳子・曽我詩子

合計101歳以上 札幌パール・札幌ﾗｲﾗｯｸ 岩見沢シャトル 札幌すずらん

未経験者 今井美和・杉戸清美 佐藤亜紀子・梅木真琴 小林久美・山本理恵

合計70歳以下 札幌レディース 札幌ｵｰﾊﾞｰｸﾞﾛ‐ 札幌ダブルス

未経験者 持田陽子・山本真由美 山崎ひとみ・赤坂弘子 佐藤由紀子・長尾尚子

合計71～80歳 札幌北 岩見沢シャトル 江別チームレンガ

未経験者 山内輝子・冨塚薫 田阪泉・江畑恵子 小笠原光恵・菊地まゆみ（札幌ソフィー）

合計81歳～90歳 札幌スタッフ 東京大和レディース 神戸紀子・藤八光子(札幌北)

未経験者 松宮マチ子・馬越加津子 日浦幾久代・国兼規代 十倉洋子・坂本礼(札幌ｽﾀｯﾌ)

合計91歳～100歳 大阪清水・枚方 岩見沢シャトル 杉岡洋子・平松智子(札幌20)

未経験者 米村千春・江谷しず江 西澤りち子・大池葉子 菊地喜美枝・中村明美(札幌ｺｽﾓｽ)

合計101歳以上 苫小牧ジャンプ 千歳イフ 佐藤裕子・笠原庸子(札幌すずらん）

経験・未経験問わず 谷頭恵美子・大同君枝 青木夫早江・高谷智子 馬渕八重子・高橋恒子

合計110歳以上 室蘭ウイング・札幌まざ～る 旭川ｼｬﾄﾙ・滝川ﾏﾏさんｼｬﾄﾙ 西帯広シャトル

経験・未経験問わず 浅井瑩子・佐々木智恵子 賀田久実子・渡辺洋子 枝澤亜都子・三浦道今(札幌すずらん)

合計120歳以上 旭川フレンドリー 東京 八田和子・成田栄子（滝川ﾏﾏ・西帯広シャトル）

経験・未経験問わず

合計130歳以上

経験・未経験問わず 山下善子・野本泉 工藤エイ子・盛田智子 吉田惇子・山口久子(函館ｼｬﾄﾙ)

合計135歳以上 東京どんぐり・八王子 札幌パール 折原敦子・瀧本幸子(函館愛好会・下関市)
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平成17年6月8日・9日　きたえーる  

優  勝 ２　位 ３　位

経験者 櫛山久美子・鈴木由紀 佐藤理永・星千春 工藤真智子・橋村陽子(札幌ﾚﾃﾞｨｰｽ)

合計70歳以下 札幌カーニバル 札幌ウイップ・室蘭ウイング 小飼亜紀・金田あい子(札幌ﾚﾃﾞｨｰｽ)

経験者 小嶋由美子・宮川理恵 粟飯原朱美・長谷部留美 鳴海香織・市川むつき

合計71～80歳 札幌カーニバル 札幌20 札幌20

経験者 田中明美・松原環 川瀬瑞枝・吉田仁美 尾野敬子・木村道代(苫小牧BCK)

合計81～90歳 十勝クイーン 札幌20 山本直美・高橋ひろみ　(帯広水鳥)

経験者 笈田礼子・中島保代 下山亜津子・浅田千登勢 鈴木政子・西方充代(札幌レディース）

合計91～100歳 札幌20 札幌20 小笠原・菊地(さっぽろｿﾌｨｰ)

経験者 大同君枝・木村美智代 永井恭子・中谷美代子 遠藤静子・菅原たき子(ﾗｲﾗｯｸ・みなみ)

合計101歳以上 札幌まざ～る・岩見沢シャトル 札幌パール 諏訪とし子・一条恵子(ﾗｲﾗｯｸ・ﾀﾞﾌﾞﾙｽ)

未経験者 高瀬あき子・鈴木佳支子 佐藤亜紀子・梅木真琴 高嶋千恵子・山本理恵(札幌ダブルス)

合計70歳以下 さっぽろｿﾌｨ－ 札幌ｵｰﾊﾞｰｸﾞﾛ‐ 近藤千秋・溝上早苗(岩見沢ｼｬﾄﾙ)

未経験者 杉戸清美・田村さゆり 籐八光子・草間美幸 斉藤恵子・若林啓子

合計71～80歳 札幌レディース 札幌北 札幌ダブルス

未経験者 加藤洋子・冨塚薫 国田美幸・小林美代子 山崎ひとみ・赤坂弘子(岩見沢ｼｬﾄﾙ)

合計81歳～90歳 札幌スタッフ 札幌シーガル 大町枝美子・山本由美(札幌北)

未経験者 山内輝子・船渡美喜子 阿部桂子・岩井敦子 奈良映子・河西絹子(札幌シーガル)

合計91歳～100歳 札幌スタッフ 札幌パール 松元裕美・平松智子(札幌20)

未経験者 河合理美子・須田美江 六波羅和子・横倉民子 岡本順子・仁籐絹子(東京小平・桑の実)

合計101歳以上 神奈川海老名・LAP 東京緑・府中さわやか 酒井祐子・赤木千佳子(東京ふたば・若葉)

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷智子 村中英子・佐藤涼子 篠原まさ子・中澤悦子(東京すてっぷ)

合計110歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 苫小牧羽球会 工藤トシ子・高田信子(苫小牧ﾁｭ－ﾌﾞ)

経験・未経験問わず 道家幸・中村聡子 江熊勢子・藤平登代 佐藤昭子・谷頭恵美子(川崎柿生・室蘭ｳｲﾝｸﾞ)

合計120歳以上 愛知・高知 茨城BLセブン・茎﨑 波田順子・森千鶴子(東京多摩ﾊﾞｰﾄﾞ)

経験・未経験問わず 村井広美・工藤順子 大畑弘子・大脇なほみ 折原敦子・桜庭朋子

合計130歳以上 東大阪MBC・パートⅡ 愛知稲沢あすなろ 函館愛好会・札幌パール

経験・未経験問わず 山下善子・野本泉 秋山ふみ子・宮本万里子 竹内ヒロ子・山口菊枝

合計135歳以上 東京八王子どんぐり 函館ミドル 東京湯島・札幌シーガル
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平成18年6月7日・8日　きたえーる

優  勝 ２　位 ３　位

経験者 櫛山久美子・鈴木由紀 小飼亜紀・嶋田史 毛利希・古田みかる

合計70歳以下 札幌カーニバル 札幌レディース 札幌レディース

経験者 小嶋由美子・宮川理恵 鳴海香織・長谷部留美 大門礼子・菊地千香

合計71～80歳 札幌カーニバル 札幌20 札幌パール

経験者 田中明美・松原環 粟飯原朱美・吉田仁美 金谷はるみ・斉藤和枝

合計81～90歳 十勝クイーン 札幌20 札幌20

経験者 笈田礼子・浅田千登勢 小庭洋子・原すみ江 中島保代・川瀬瑞枝

合計91～100歳 札幌20 東京ｴﾊﾞｰｸﾞﾘｰﾝ・幸町ｸﾗﾌﾞ 札幌20

経験者 大同君枝・木村美智代 松岡千代子・西村康子 中谷美代子・澤谷美枝子

合計101歳以上 札幌まざ～る・岩見沢ｼｬﾄﾙ 札幌ｶｰﾆﾊﾞﾙ・深川ｸﾗﾌﾞ 札幌ﾊﾟｰﾙ・札幌ﾗｲﾗｯｸ

未経験者 草間美幸・梅木真琴 粕谷留美子・田村さゆり 渡辺幸恵・佐藤由紀子

合計70歳以下 札幌まざ～る 札幌レディース 江別チームレンガ

未経験者 国兼規代・西山恵津子 野田栄美子・吉田香美 相原真由美・高畑晴子

合計71～80歳 岩見沢シャトル 江別チームレンガ 札幌20

未経験者 山崎ひとみ・赤坂弘子 田島直子・神谷実子 小笠原光恵・高瀬あき子(さっぽろｿﾌｨｰ)

合計81歳～90歳 岩見沢シャトル 札幌20 田中恵・河崎砂智子(札幌20)

未経験者 日浦幾久代・吉尾真千子 野嶋智子・中野智子 萩原よしえ・松野多恵子(宮城)

合計91歳～100歳 岩見沢シャトル 札幌シーガル 松元裕美・平松智子(札幌20)

未経験者 河西絹子・奈良映子 加藤恵美子・佐藤裕子 今村美都子・芦崎まゆみ(札幌わかば)

合計101歳以上 札幌シーガル 札幌すずらん 水野春江・平幸子(苫小牧ｼﾞｬﾝﾌﾟ)

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷智子 土井洋子・林啓子 田中美津子・吉田友美(小樽ＳＣ･ﾐｾｽｸﾗﾌﾞ)

合計110歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌ライラック 笠原庸子・森田美千代(札幌すずらん)

経験・未経験問わず 八田和子・谷頭恵美子 片桐螢子・佐々木智恵子 澤登茂子・坂下靖子(東京道夢・パール)

合計120歳以上 赤平・室蘭ウイング 旭川フレンドリー 五十嵐芳子・白木史子(札幌すずらん)

経験・未経験問わず 大神田みね子・大平ヒサ 内田紅美子・島中玲子 賀田久貴子・渡辺洋子

合計130歳以上 東京練馬ｸﾗﾌﾞ 九州ﾌﾞﾙｰﾘｰｽ・札幌ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 東京台東区

経験・未経験問わず 野本泉・山口菊枝 瀧本幸子・高橋昌子 中館彰江・田畠聡子

合計135歳以上 八王子ｸﾗﾌﾞ・札幌ｼｰｶﾞﾙ 下関しあわせ会・札幌ライラック 札幌わかば・札幌ガンバ北

経験・未経験問わず 折原敦子・川崎緑 工藤エイ子・竹内ヒロ子 秋山ふみ子・宮本まり子

合計140歳以上 函館愛好会・愛媛松山愛好会 札幌パール・東京湯島 函館ミドル
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平成19年6月7日・8日　きたえーる  

優  勝 ２　位 ３　位

経験者 櫛山久美子・古川千春 石澤優香・嶋田史 小飼亜紀・工藤真智子

合計70歳以下 札幌カーニバル 札幌レディース 札幌レディース

経験者 市川むつき・長谷部留美 白井幸恵・蛯子順子 鈴木由紀・宮川理恵(札幌ｶｰﾆﾊﾞﾙ)

合計71～80歳 札幌20 江別チームレンガ 大門礼子・斉藤智永(札幌パール)

経験者 田中明美・松原環 沼田和江・髙野優子 高橋千晶・野沢由美

合計81～90歳 十勝クイーン 苫小牧クラブ 札幌ライラック

経験者 川瀬瑞枝・浅田千登勢 鈴木百合恵・笈田礼子 箱田みち子・菊地千香

合計91～100歳 札幌20 札幌20 札幌パール

経験者 永井恭子・小松ひろみ 菅原たき子・遠藤静子 鈴木政子・松岡千代子

合計101歳以上 札幌パール 札幌みなみ・札幌ライラック 札幌ﾚﾃﾞｨｰｽ・札幌ｶｰﾆﾊﾞﾙ

未経験者 草間美幸・佐藤亜紀子 斉藤恵子・高嶋千恵子 寒河江隆子・佐藤仁恵

合計70歳以下 札幌まざ～る 札幌ダブルス 小樽シーガル

未経験者 籐八光子・梅木真琴 吉田香美・佐藤由紀子 小川幸恵・丹羽美津子

合計71～80歳 札幌スタッフ 江別チームレンガ 札幌まざ～る

未経験者 吉尾真千子・奥宮円 山崎ひとみ・赤坂弘子 菊地まゆみ・持田陽子

合計81歳～90歳 岩見沢シャトル 岩見沢シャトル 札幌スタッフ

未経験者 十倉陽子・冨塚薫 萩原よしえ・杉野多恵子 中野智子・小林美代子

合計91歳～100歳 札幌スタッフ 羽衣ｸﾗﾌﾞ・MIXﾄﾞﾛｯﾌﾟ 札幌シーガル

未経験者 加藤美恵子・佐藤裕子 今江みや子・佐藤弥生 今村美都子・芦崎まゆみ(札幌わかば)

合計101歳以上 札幌すずらん同好会 札幌スタッフ 西村康子・小濱一美(深川クラブ・新潟ﾊｲｸﾘｱ-)

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷智子 土井洋子・田中節子 大同君枝・木村美智代

合計110歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌ライラック 札幌まざ～る・岩見沢ｼｬﾄﾙ

経験・未経験問わず 片桐螢子・佐々木智恵子 矢野節子・坂下靖子 魚住紘子・谷頭恵美子

合計120歳以上 旭川フレンドリー 東京・札幌パール 室蘭ウイング

経験・未経験問わず 桜庭朋子・藤井美代子 住澤正子・林宣子 垂石郁子・三上裕子

合計130歳以上 札幌パール・札幌ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 深川ｸﾗﾌﾞ・旭川大雪ｸﾗﾌﾞ 苫小牧同好会

経験・未経験問わず 中村恭子・神田亮子 玉井紀子・河西悦子 内田紅美子・島中玲子

合計135歳以上 旭川大雪クラブ 東京勝どきわかばｸﾗﾌﾞ・東京かえで 北九州・札幌ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ

経験・未経験問わず 折原敦子・工藤エイ子 木之瀬久子・瀧本幸子 谷絢子・大賀美智子

合計140歳以上 函館愛好会・札幌パール 鹿児島飛鳥ｸﾗﾌﾞ・下関しあわせｸﾗﾌﾞ 東京ｱｸﾃｨﾌﾞ・東京ﾎﾜｲﾄ

N

O

種　　目
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C

M

A

第5回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧
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平成20年6月5日・6日　きたえーる  

優  勝 ２　位 ３　位

経験者

合計70歳以下

経験者 櫛山久美子・鈴木由紀 市川むつき・長谷部留美 向美紀・浅井直子(苫小牧クラブ)

合計71～80歳 札幌カーニバル 札幌20 石澤優香・小飼亜紀(札幌ﾚﾃﾞｨｰｽ)

経験者 川瀬瑞枝・石岡美香 野沢由美・尾花とも子 久源あけみ・志賀章子(ﾁｰﾑﾚﾝｶﾞ)

合計81～90歳 札幌20 札幌ライラック 小西章子・中村明美(名寄ｴｰｽ)

経験者 吉田仁美・粟飯原朱美 鈴木百合恵・笈田礼子 永井恭子・村上真弓

合計91～100歳 札幌20 札幌20 札幌パール

経験者 西村康子・松岡千代子 一条実恵子・若林啓子 小松ひろみ・中谷美代子(ﾊﾟｰﾙ)

合計101歳以上 深川クラブ・札幌ｶｰﾆﾊﾞﾙ 札幌ダブルス 鈴木政子・堀内久美子(ﾚﾃﾞｨｰｽ)

未経験者

合計70歳以下

未経験者 畠山深雪・出口栄子 吉尾真千子・奥宮円 山本理恵・小林慶子

合計71～80歳 岩見沢シャトル 岩見沢シャトル 札幌ダブルス

未経験者 籐八光子・梅木真琴 平松智子・相原真由美 依田美香・佐藤敏子

合計81歳～90歳 札幌スタッフ 札幌20 宮城WHIP

未経験者 持田陽子・十倉洋子 冨塚薫・舟渡美喜子 中島操・若月冴美(札幌ﾊﾟｰﾙ)

合計91歳～100歳 札幌スタッフ 札幌スタッフ 小笠原光恵・萩原紀子(札幌ｿﾌｨｰ)

未経験者 河西絹子・野嶋智子 加藤美恵子・佐藤裕子 長谷川規子・中野智子(札幌ｼｰｶﾞﾙ)

合計101歳以上 札幌シーガル 札幌すすらん 岩井敦子・斉藤倫子(札幌ﾊﾟｰﾙ)

経験・未経験問わず 田中範子・澤谷美枝子 越中佳恵・江谷こず江 今井倫子・公文恵子(高知ぶーな)

合計110歳以上 札幌ライラック 苫小牧ジャンプ 諏訪とし子・岩谷あい子(札幌ﾗｲﾗｯｸ)

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷智子 津村和江・石橋和枝 坂下靖子・渡辺由美子

合計120歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌パール 札幌パール・札幌レディース

経験・未経験問わず 魚住紘子・谷頭恵美子 片桐愛子・佐々木智恵子 住澤正子・林宣子

合計130歳以上 室蘭ウイング 旭川フレンドリー 深川ｸﾗﾌﾞ・旭川大雪

経験・未経験問わず 中村聡子・山口菊枝 賀田久貴子・渡辺洋子 中村恭子・神田亮子

合計135歳以上 高知ぶーなｸﾗﾌﾞ・札幌ｼｰｶﾞﾙ 江東区商船・台東区石浜 旭川大雪

経験・未経験問わず 吉田惇子・工藤エイ子 山下善子・野本泉 竹田俊子・桜庭朋子

合計140歳以上 函館・札幌パール 八王子どんぐり・八王子ｸﾗﾌﾞ 愛媛友輪ｸﾗﾌﾞ・札幌パール

出場者なし

出場者なし
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第6回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧
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優  勝 ２　位 ３　位

経験者 長谷部留美・石岡　美香 太田　美和・工藤真智子 梅木　真琴・渡辺ひろみ

合計80歳以下 札幌20 千葉木更津クラブ・札幌レディース 札幌ガンバ北

経験者 池田　素子・藤井　雪乃 浅田千登勢・脇谷　映美 野沢　由美・尾花とも子

合計81～90歳 山口ウィズユー・シャトルIWAKUN 札幌20 札幌ライラック

経験者 吉田　仁美・粟飯原朱美 丸山かおる・三浦　康子 林　真理子・箱田みち子

合計91～100歳 札幌20 千葉木更津クラブ 札幌ライラック・札幌パール

経験者 杉山　友江・日浦幾久代 鈴木百合恵・笈田　礼子 小松ひろみ・中谷美代子

合計101歳以上 札幌ソフィー・岩見沢ドルフィン 札幌20 札幌パール

未経験者

合計80歳以下

未経験者 松川真由美・相原真由美 村中　朋子・飯田　玉美 井上　裕子・米山千鶴子

合計81～90歳 札幌20 札幌わかば 東京ｵﾘｰﾌﾞ・東京ｽﾏｯｼｭ

未経験者 小笠原光恵・高瀬あき子 荒川　京子・中澤　紀子 松島よう子・川端　和子

合計91～100歳 さっぽろソフィー さっぽろソフィー さっぽろソフィー

未経験者 十倉　洋子・冨塚　薫 斉藤　恵子・若林　啓子 井上八重子・松宮マチ子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌ダブルス 大阪清水クラブ

経験・未経験問わず 澤谷美枝子・田中　節子 遠藤　静子・諏訪とし子 七尾　邦子・堀内久美子

合計110歳以上 札幌ライラック 札幌ライラック 札幌レディース

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 本田　稜子・山城　芳子 高田　信子・工藤トシ子

合計120歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 長崎平和ｸﾗﾌﾞ・静岡富士ｸﾗﾌﾞ 苫小牧チューブ

経験・未経験問わず 片桐　螢子・佐々木智恵子 山本しず子・平野あき子 魚住　紘子・谷頭恵美子

合計130歳以上 旭川フレンドリー 愛知岡崎ﾌｪﾆｯｸｽ・長野りんどう 室蘭ウイング

経験・未経験問わず 内田紅美子・藤井美代子 中村　恭子・神田　亮子 野本　泉・山口　菊枝

合計135歳以上 福岡ﾌﾞﾙｰﾘｰﾌﾞｽ・札幌ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 旭川大雪クラブ 東京八王子ｸﾗﾌﾞ・札幌ｼｰｶﾞﾙ

経験・未経験問わず 島中　玲子・工藤エイ子 沢井　百恵・吉田　久子 瀧本　幸子・木之瀬久子

合計140歳以上 札幌ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ 札幌・函館 山口しあわせ会・鹿児島飛鳥

出 場 者 な し

第７回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２１年６月１１日-１２日　きたえーる    
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優  勝 ２　位 ３　位

経験者 菅井智恵子・山本由香里 高橋　順子・大蔵　利果 白井　幸恵・継枝美由起

合計80歳以下 祝梅倶楽部・旭川マイサーク４ 札幌20 江別チームレンガ

経験者 川島　　満・鈴木　由紀 志賀　章子・吉田　香美 中島　保代・長谷部留美

合計81～90歳 旭川マイサーク４・札幌遊羽クラブ 江別チームレンガ 札幌20

経験者 菊地　千香・村上　真弓 吉田　仁美・粟飯原朱美 高村由香里・金丸　奈未

合計91～100歳 札幌パール 札幌20 岩見沢シャトル

経験者 鈴木百合恵・川瀬　瑞枝 永井　恭子・小松ひろみ 杉山　友江・西村　康子

合計101歳以上 札幌20 札幌パール さっぽろソフィー・岩見沢ドルフィン

未経験者

合計80歳以下

未経験者 松川真由美・相原真由美 小林美代子・水落　聡子 岸部理津子・水上　京子

合計81～90歳 札幌20 札幌シーガル 函館ＢＬＣ.06

未経験者 小笠原光恵・高瀬あき子 荒川　京子・中澤　紀子 松島よう子・川端　和子

合計91～100歳 さっぽろソフィー さっぽろソフィー さっぽろソフィー

未経験者 十倉　洋子・冨塚　　薫 坂本　　礼・藤八　光子 加藤美恵子・佐藤　裕子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌スタッフ 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 澤谷美枝子・田中　節子 堀内久美子・七尾　邦子 尾上　敦子・曽我　詩子

合計110歳以上 札幌ライラック 札幌レディース 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 山口　恵子・中南　幸子 土井　洋子・林　　啓子

合計120歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌シーガル 札幌ライラック

経験・未経験問わず 片桐　瑩子・佐々木智恵子 五十嵐芳子・白木　史子 石井　順子・三浦　道今

合計130歳以上 旭川フレンドリー 札幌すずらん同好会 札幌わかば・札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 谷頭恵美子・魚住　紘子 河内山由利子・植木喜美子 工藤エイ子・石橋　和枝

合計135歳以上 室蘭ウイング 福岡藤崎クラブ・愛宕浜クラブ 札幌パール

経験・未経験問わず 山下　善子・野本　　泉 石本　節子・高橋　昌子 瀧本　幸子・山口　菊枝

合計140歳以上 東京八王子どんぐり・八王子クラブ 札幌ライラック 山口しあわせクラブ・札幌シーガル

平成２２年６月９日-１０日　きたえーる  
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出 場 者 な し
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種　　目
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E

第８回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

F



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 毛利　希・川口美与子 梅木　真琴・松島　美希 長谷部留美・上原　美和

合計80歳以下 札幌レディース 札幌ガンバ北 札幌２０

経験者 佐藤　理永・鈴木　由紀 市川むつき・中林　陽子 白井　幸恵・継枝美由起

合計81～90歳 室蘭ウイング・札幌カーニバル 札幌２０ 江別チームレンガ

経験者 浅田千登勢・石田ゆかり 村上　真弓・大宅　晴美 志賀　章子・安部　宏子

合計91～100歳 札幌２０ 札幌パール 江別チームレンガ

経験者 鈴木百合恵・栗飯原朱美 川瀬　瑞枝・吉田　仁美 永井　恭子・箱田みち子

合計101歳以上 札幌20 札幌２０ 札幌パール

未経験者

合計80歳以下

未経験者 神谷　実子・相原真由美 樋川　麻子・吉森　央枝 桐渓久美子・手塚康子

合計81～90歳 札幌２０ 東京楓会・松山レディース 札幌すずらん同好会

未経験者 高瀬あき子・荒川　京子 松島よう子・川端　和子 若林　啓子・山本　理恵

合計91～100歳 さっぽろソフィー さっぽろソフィー 札幌ダブルス

未経験者 冨塚　　薫・菊地　まゆみ 十倉　洋子・舟渡美喜子 坂本　礼・藤八　光子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌スタッフ 札幌スタッフ

経験・未経験問わず 一条実恵子・斉藤　恵子 大同　君枝・西村　康子 堀内久美子・七尾　邦子

合計110歳以上 札幌ダブルス 札幌まざ〜る・深川クラブ 札幌レディース

経験・未経験問わず 中　洋子・山村　由枝 青木夫早江・高谷　智子 笠原　康子・曽我　詩子

合計120歳以上 　愛知大山クラブ・茨城一期クラブ 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 五十嵐芳子・白木　史子 石橋　和枝・坂下　靖子 岸谷　敏子・魚住　紘子

合計130歳以上 札幌すずらん同好会 札幌パール 室蘭ウイング

経験・未経験問わず 伊藤　良子・山本しず子 林　宣子・住澤　正子 片桐　瑩子・佐々木智恵子

合計135歳以上 長野・愛知 旭川大雪・深川クラブ 旭川フレンドリー

経験・未経験問わず 三浦　道今・内田久美子 山下　善子・野本　泉 石本　節子・中村　恭子

合計140歳以上 札幌すずらん同好会・北九州 八王子どんぐり・八王子クラブ 札幌ライラック・旭川大雪

出 場 者 な し

M

平成２３年６月９日-１０日　白石区体育館

B

G

H

I

J

K

L

C

D

E

F

第９回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

種　　目

A



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 鈴木　友子・鈴木　由紀 高橋　順子・中林　陽子 浅井　直子・廣川　飛美

合計80歳以下 札幌レディース 札幌２０ 苫小牧クラブ

経験者 川島　満・石澤　優香 市川むつき・長谷部留美 梅木　真琴・継枝美由起

合計81～90歳 岩見沢ドルフィン・札幌レディース 札幌２０ 江別チームレンガ

経験者 高橋　真紀・蛯子　淳子 高山　真紀・安部　宏子 大泉　啓子・菅　和美

合計91～100歳 さっぽろソフィー・札幌マーガレット 江別チームレンガ 札幌ガンバ北

経験者 菊地　千香・栗飯原朱美 高坂　和恵・鈴木百合恵 松浦りゆ子・沼田　和江

合計101歳以上 札幌パール・札幌２０ 東京大和レデイース・札幌２０ 苫小牧クラブ

未経験者

合計80歳以下

未経験者

合計81～90歳

未経験者 高瀬あき子・水上　京子 平松　智子・相原真由美 神谷　実子・松川真由美

合計91～100歳 さっぽろソフィー・函館BLC.０６ 札幌２０ 札幌２０

未経験者 十倉　洋子・舟渡美喜子 富塚　薫・草間　美幸 坂本　礼・藤八　光子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌スタッフ 札幌スタッフ

経験・未経験問わず 八巻由貴子・小板橋雅子 大同　君枝・西村　康子 猪木　恵子・島村ふみこ

合計110歳以上 宮城TATIMATI  CLUB 札幌まざ〜る・深川クラブ 徳島やまもも

経験・未経験問わず 田倉テイ子・八代テイ子 土井　洋子・澤谷美枝子 中　洋子・山村　由枝

合計120歳以上 東京若草会・東京三鷹ロビンス 愛知大山クラブ・茨城一期クラブ 愛知大山クラブ・茨城一期クラブ

経験・未経験問わず 米口　順子・宮本　容子 泰　由美子・中村　聡子 依田さよ子・林　啓子

合計130歳以上 東京府中クラブ・東京若草会 愛媛双葉・高知ぷーまクラブ 札幌パール・札幌ライラック

経験・未経験問わず 村田　和子・大庭　弘子 坂下　靖子・山本しず子 江熊　勢子・平野あき子

合計135歳以上 東京昭島BC・神奈川オーロラ 愛知・札幌パール 茨城・長野

経験・未経験問わず 龍王　晶子・玉井　紀子 中村　恭子・神田　亮子 内田紅美子・一木　房枝

合計140歳以上 東京ニューファミリー・東京勝どきわかば 旭川大雪 福岡ブルーリーブス・とびうめ

出 場 者 な し

第１０回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２４年６月７日-８日　　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

C

J

K

L

M

D

E

F

G

H

I



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 鈴木　知子・長谷部留美 上原　美和・高橋　順子 中谷　美穂・石岡　美香

合計80歳以下 札幌レディース・札幌２０ 札幌２０ 札幌２０

経験者 志賀　章子・吉田　香美 向　美紀・浅井　直子 白井　幸恵・道下　香織

合計81～90歳 江別チームレンガ 苫小牧クラブ 江別チームレンガ

経験者 工藤利加子・宇京由紀子 吉田　仁美・中林　陽子 蛯子　淳子・高橋　真紀

合計91～100歳 千代田シャトル・千葉揚羽 札幌２０ 恵庭マーガレット・千歳豊里　

経験者 菊地　千香・栗飯原朱美 松浦りゆ子・沼田　和江 藤田　宏美・曽我　詩子

合計101歳以上 札幌パール・札幌２０ 苫小牧クラブ 札幌すずらん同好会

未経験者

合計80歳以下

未経験者 松川真由美・相原真由美 鈴木佳支子・蔭山　法子 三ツ矢智子・小野　七子

合計81～90歳 札幌２０ さっぽろソフィー 札
幌
パ

未経験者 高瀬あき子・川端　和子 草間　美幸・谷村　多海 中野　智子・水落　聡子

合計91～100歳 さっぽろソフィー 札幌スタッフ 札幌シーガル

未経験者 十倉　洋子・筒井　結花 舟渡美喜子・藤八　光子 小笠原光恵・松島よう子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌スタッフ さっぽろソフィー

経験・未経験問わず 永井　恭子・坂本　礼 岩井　敦子・斎藤　倫子 滝口　悦子・小川　一美

合計110歳以上 札幌パール・札幌スタッフ 札幌パール 広島県Yシャトル

経験・未経験問わず 二階堂彰子・古橋　清子 梅沢　優子・下村　律子 日浦幾久代・湯藤　幸子

合計120歳以上 宮城県ばどる 苫小牧ジャンプ 岩見沢ドルフィン

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 坂下　靖子・依田さよ子 五十嵐芳子・笠原　康子

合計130歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌パール 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 谷頭　恵美子・大同　君枝 津村　和江・工藤エイ子 湯川カズエ・池上波留子

合計135歳以上 室蘭ウイング・札幌まざ〜る 札幌パール 千葉県八千代シニア

経験・未経験問わず 片桐　瑩子・佐々木智恵子 白木　史子・八田　和子 三浦　道今・石本　節子

合計140歳以上 旭川フレンドリー 札幌すずらん同好会・北空知 札幌すずらん同好会・札幌ライラック

第１１回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２５年６月５日-６日　　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

C

D

E

F

出 場 者 な し

G

H

I

J

K

L

M



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 中林　陽子・高橋　順子 上田　悠・住友　美紀 石岡　美香・中谷　美穂

合計80歳以下 札幌２０ 札幌レディース 札幌２０

経験者 河原　朱美・鈴木真紀子 吉田　香美・白井　幸恵 田村　寿子・尾山美紗樹

合計81～90歳 札幌レディース 江別チームレンガ 室蘭ウイング・室蘭すてっぷ

経験者 吉田　都子・嶋田　史 松川真由美・相原真由美 鈴木　由紀・原　美和子

合計91～100歳 札幌レディース 札幌２０ 札幌レディース

経験者 菊地　千香・栗飯原朱美 沼田　和江・向　美紀 松浦りゆ子・木村　千穂

合計101歳以上 札幌パール・札幌２０ 苫小牧クラブ 苫小牧クラブ

未経験者

合計80歳以下

未経験者 佐藤　三芳・周　林英 月舘　尚子・三ツ谷智子 村上眞知子・久代　寿江

合計81～90歳 小樽シャトル・小樽シーガル 札幌パール さっぽろソフィー

未経験者 土屋　美幸・藤田　宏美 草間　美幸・堀　治美 荒川　京子・蔭山　法子

合計91～100歳 札幌すずらん同好会 札幌スタッフ さっぽろソフィー

未経験者 富塚　薫・藤八　光子 十倉　洋子・谷村　多海 高橋　依子・大泉美貴子

合計101歳以上 札幌スタッフ 札幌スタッフ 苫小牧ジャンプ

経験・未経験問わず 柴田美紀子・尾上　敦子 平　紀子・田中真智子 西村　康子・大同　君枝

合計110歳以上 札幌すずらん同好会 苫小牧ジャンプ 深川kクラブ・札幌まざ〜る

経験・未経験問わず 湯藤　幸子・日浦幾久代 中谷美代子・永井　恭子 橋口　和枝・澤谷美枝子

合計120歳以上 岩見沢ドルフィン 札幌パール 札幌ライラック

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 梅沢　慶子・永井八重子 工藤トシ子・高田　信子

合計130歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 室蘭ウイング・登別シャトル 苫小牧チューブ

経験・未経験問わず

合計135歳以上

経験・未経験問わず 石井　順子・吉田　愛子 小川　末子・内田紅美子 白木　史子・八田　和子

合計140歳以上 札幌わかば・北見スマッシュ 福岡県春日リリーズ・北九州ブルーリーブズ 札幌すずらん同好会・北空知

第１２回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２６年６月５日-６日　　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

C

D

E

F

G

出 場 者 な し

H

I

J

K

L

M

出 場 者 な し



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 佐藤　明子・山本由香里 坂本　貴子・奥山　綾美 内田　美樹・鈴木　知子

合計80歳以下 大阪府シオノギ・岩見沢ドルフィン 室蘭OBAX 札幌レディース

経験者 長谷部留美・中林　陽子 田村　寿子・尾山美紗樹 白井　幸恵・志賀　章子

合計81～90歳 札幌２０ 室蘭ウイング・室蘭すてっぷ 江別チームレンガ

経験者 菊地　千香・斎藤　智永 松川真由美・相原真由美 大泉　啓子・廣田　則子

合計91～100歳 札幌パール 札幌２０ 札幌カンバ北

経験者 石田ゆかり・水上　京子 鈴木百合恵・浅田千登勢 松浦りゆ子・向　美紀

合計101歳以上 函館BLC.０６ 札幌２０ 苫小牧クラブ

未経験者

合計80歳以下

未経験者 鈴木佳支子・蔭山　法子 杉岡　晶子・中村　美穂 渡辺　直子・古河美菜子

合計81～90歳 さっぽろソフィー 神奈川県海老名 札幌みなみ

未経験者 高橋あき子・川端　和子 筒井　結花・堀　治美 佐藤美佐江・鈴木　聡美

合計91～100歳 さっぽろソフィー 札幌スタッフ 札幌メイビー

未経験者 荒川　京子・中澤　紀子 小笠原光恵・荻原　紀子 山本　理恵・林　治恵

合計101歳以上 さっぽろソフィー さっぽろソフィー 札幌ダブルス

経験・未経験問わず 永井　恭子・笈田　礼子 曽我　詩子・杉山　友江 加藤美惠子・佐藤　裕子

合計110歳以上 札幌パール・札幌２０ 札幌すずらん・さっぽろソフィー 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず 坂本　礼・十倉　洋子 西村　康子・松岡千代子 一条実恵子・斉藤　恵子

合計120歳以上 札幌スタッフ 深川クラブ・茨城県美駒クラブ 札幌ダブルス

経験・未経験問わず 大同　君枝・永井八重子 村上　博子・中込恵美子 工藤トシ子・高田　信子

合計130歳以上 札幌まざ〜る・登別シャトル愛好会 神奈川県チェリー 苫小牧チューブ

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 笠原　康子・福島　州子 岸谷　敏子・梅澤　慶子

合計135歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌すずらん同好会 室蘭ウイング

経験・未経験問わず 山口　菊枝・魚住　紘子 住澤　正子・林　宣子 枝澤亜都子・三浦　道今

合計14５歳以上 （札幌シーガル・室蘭ウイング） 深川クラブ・旭川大雪クラブ 札幌すずらん同好会

経験・未経験問わず

合計1５０歳以上

出 場 者 な し

F

G

第１３回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２７年６月９日　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

K

L

N

M

C

D

E

出 場 者 な し

H

I

J



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 川上　亜美・田中　友美 吉田みち代・河田　夕子 武田　清美・黒滝　春加

合計80歳以下 札幌遊羽クラブ 札幌メイビー 苫小牧クラブ

経験者 佐藤　理永・西尾　綾子 菊地　千香・斉藤　沙妃 市川むつき・高橋　順子

合計81～90歳 室蘭ウイング・函館BLC.０６ 札幌パール 札幌２０

経験者 長谷部留美・相原真由美 和田　美穂・坂巻　和代 原　美和子・鈴木　由紀

合計91～100歳 札幌２０ 千葉県cotton・千葉県八千代 札幌レディース

経験者 大泉　啓子・川崎由紀子 松浦りゆ子・沼田　和江 山田志津香・田畠　聡子

合計101〜１１０歳 札幌ガンバ北 苫小牧クラブ 札幌ガンバ北

経験者 松島よう子・杉山　友江 吉田　都子・河原　朱美 栫井　美雪・山並　礼子

合計１１１歳以上 さっぽろソフィー 札幌レディース 千葉県揚羽・千葉県千代田シャトルズ

未経験者 小林　瑞菜・橘内　由夏 白𡈽　香織・日笠　裕香

合計8０歳以下 SASAKI  JAPAN SASAKI  JAPAN

未経験者 藤原　恵子・蔭山　法子 平畠美由紀・濱谷　久枝

合計８１～90歳 さっぽろソフィー 札幌パール・江別OJI

未経験者 高瀬あき子・川端　和子 筒井　結花・堀　治美 荒井　里美・櫻井　真帆

合計９１〜１００歳 さっぽろソフィー 札幌スタッフ 深川クラブ

未経験者 中野　智子・水落　聡子 中島　操・小田ひとみ 古杉ひとみ・齋藤　千春

合計1０１〜１１０歳 札幌シーガル 札幌パール 岩見沢ドルフィン

未経験者 富塚　薫・草間　美幸 大澤　洋子・富田真智子 斉藤真智子・瀬戸　清子

合計1１１歳以上 札幌スタッフ 札幌シーガル さっぽろソフィー

経験・未経験問わず 岩井　敦子・斉藤　倫子 十倉　洋子・坂本　礼 中谷美代子・飯島　町子

合計1２０歳以上 札幌パール 札幌スタッフ 札幌パール・深川クラブ

経験・未経験問わず 曽我　詩子・大同　君枝 依田さよ子・嵯城　侯枝 北村美津子・宮下　恵子

合計１３０歳以上 札幌すずらん・札幌まざ〜る 札幌パール 小樽シーガル

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 工藤トシ子・高田　信子 冨樫　明美・東口佐知子

合計１３５歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 苫小牧チューブ 小樽ミセスクラブ・札幌パール

経験・未経験問わず 谷頭恵美子・岸谷　敏子 坂下　靖子・竹村　明子 五十嵐芳子・白木　史子

合計１４０歳以上 室蘭ウイング 札幌パール・神奈川県ラベンダーズ 札幌すずらん

経験・未経験問わず 山本しず子・村上きよ子 石井　順子・八田　和子 三浦　道今・工藤　エイ子

合計１４５歳以上 愛知岡崎フェニックス・山形県霞城の友 札幌わかば 札幌すずらん・札幌パール

第１４回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２８年６月２０日　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

C

D

E

F

G

H

O

I

J

K

L

M

N



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 山本由香里・佐藤　明子 高橋　真惟・能登　和希 大蔵　利果・藤谷　瞳

合計80歳以下 岩見沢ドルフィン 札幌２０・本郷 札幌２０

経験者 嶋田　史・毛利　希 菊地　千香・齋藤　沙妃 浅井　直子・京極　教子

合計81～90歳 札幌レディース 札幌パール 苫小牧クラブ

経験者 原　美和子・鈴木真紀子 川崎由紀子・桑原　淳子 木村　千穂・小西　幸代

合計91～100歳 札幌レディース 札幌ガンバ北 苫小牧クラブ

経験者 松浦りゆ子・向　美紀 鈴木百合恵・相原真由美 上野由美子・小田ひとみ

合計101〜１１０歳 苫小牧クラブ 札幌２０ 札幌パール

経験者 笈田　礼子・川瀬　瑞枝 大宅　晴美・吉田　待子 田畠　聡子・中村あけみ

合計１１１歳以上 札幌２０ TFBF・小樽シャトル 札幌ガンバ北

未経験者

合計８０歳以下

未経験者 鈴木佳支子・蔭山　法子 長谷川とも子・高田　環

合計８１～90歳 さっぽろソフィー 小樽杉のこクラブ

未経験者 萩原　紀子・高瀬あき子 櫻井　真帆・荒井　里美 鈴木　聡美・真鍋由紀子

合計９１〜１００歳 さっぽろソフィー 深川クラブ 札幌メイビー

未経験者 鹿島　昌代・森近　康子 永井　陽子・川上真貴子 筒井　結花・堀　治美

合計1０１〜１１０歳 大阪府清水クラブ 札幌パール・札幌コスモス 札幌スタッフ

未経験者 小笠原光恵・荒川　京子 大泉美貴子・高橋　依子 斉藤真智子・藤原　恵子

合計1１１歳以上 さっぽろソフィー 苫小牧ジャンプ さっぽろソフィー

経験・未経験問わず 松島よう子・杉山　友江 松宮マチ子・加藤美惠子 日浦幾久代・湯藤　幸子

合計1２０歳以上 さっぽろソフィー 大阪府清水クラブ・札幌すずらん 岩見沢ドルフィン

経験・未経験問わず 曽我　詩子・村上眞知子 下村　律子・山本　育子

合計１３０歳以上 さっぽろソフィー 苫小牧ジャンプ

経験・未経験問わず 大同　君枝・永井八重子 青木夫早江・高谷　智子 澤谷美枝子・土井　洋子

合計１３５歳以上 札幌まざ〜る・登別シャトル 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌ライラック

経験・未経験問わず 坂下　靖子・依田さよこ

合計１４０歳以上 札幌パール

経験・未経験問わず 谷頭恵美子・岸谷　敏子 五十嵐芳子・石井　順子

合計１４５歳以上 室蘭ウイング 札幌すずらん・札幌わかば

経験・未経験問わず 河内山由利子・一木　房枝 梅澤　慶子・工藤エイ子 内藤　容子・植木喜美子

合計１５０歳以上 福岡県藤崎クラブ・あじさいクラブ 室蘭はねはね・札幌パール 福岡県城南クラブ・愛宕浜クラブ

第１５回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成２９年６月６日　北海道立総合体育センター

種　　目

A

L

M

B

C

D

E

F

G

N

O

出 場 者 な し

P

H

I

J

K



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 山下由衣加・早坂　美紀 佐藤　明子・山本由香里 上原　美和・高橋　真惟

合計８５歳以下 岩見沢ドルフィン 岩見沢ドルフィン 札幌２０

経験者 継枝美由起・浅井　直子 安部　宏子・奈良　聡美 佐藤富貴子・境谷　悦子

合計８６〜９５歳 岩見沢ドルフィン・苫小牧クラブ 江別チームレンガ・you 札幌みなみ

経験者 市川むつき・長谷部留美 鈴木真紀子・河原　朱美 中村　智恵・原　美和子

合計９６〜１０５歳 札幌２０ 札幌レディース 札幌レディース

経験者 向　美紀・木村　千穂 村上　真弓・菊地　千香 沼田　和江・大泉美貴子

合計１０６〜１１５歳 苫小牧クラブ 札幌パール 苫小牧クラブ・苫小牧ジャンプ

経験者

合計１１６歳以上

未経験者 日高　香織・青山　明乃 冨樫こと美・高橋　典子

５年未満程度 札幌メイビー 札幌メイビー

未経験者 岡田　和子・野村　弘美 　橋本　純子・真鍋由紀子渡辺　直子・古川美菜子

合計９５歳以下 滝川フルール 札幌メイビー 札幌みなみ

未経験者 高瀬あき子・川端　和子 萩原　紀子・藤田　宏美 諏江　裕子・古川由香里

合計９６〜１０５歳 さっぽろソフィー さっぽろソフィー 札幌ガンバ北

未経験者 藤八　光子・堀　治美 中野　智子・大澤　洋子 松本由美子・猪口真理子

合計１０６〜１１５歳 札幌スタッフ 札幌シーガル 山鳩クラブ・札幌シーガル

未経験者 富塚　薫・内海　徳子 佐藤　裕美・吉田名保子 米村　千春・江谷こず江

合計１１６歳以上 札幌スタッフ 函館レディース 苫小牧ジャンプ

経験・未経験問わず 加藤美恵子・舟渡美喜子 斉藤　倫子・岩井　敦子 井上　栄子・金田　恵子

1２０歳以上（６０以上） 札幌すずらん・札幌スタッフ 札幌パール 岩見沢ドルフィン

経験・未経験問わず 永井　恭子・箱田みち子 坂田　信子・石川　智美 黒木　智子・和泉　範子

合計１２０歳以上（下限なし） 札幌パール 札幌ライラック 旭川シャトル

経験・未経験問わず 吉田　都子・七尾　邦子 坂本　礼・日浦幾久代 小岩マサ子・澤谷美枝子

合計１３０歳以上（６５以上） 札幌レディース 札幌スタッフ・岩見沢ドルフィン 札幌ライラック

経験・未経験問わず

合計１３０歳以上（下限なし）

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 谷頭恵美子・岸谷　敏子 依田さよ子・梅澤　慶子

合計１４０歳以上（下限７０以上） 旭川シャトル・滝川シャトル 室蘭ウイング 札幌パール・室蘭はねはね

経験・未経験問わず

合計１５０歳以上（下限なし）

第１６回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

平成３０年６月６日　北海道立総合体育センター

種　　目

A

B

C

D

E

F

出 場 者 な し

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

出 場 者 な し

出 場 者 な し



優  勝 ２　位 ３　位

経験者 佐藤　明子・東家　真衣 高橋　真惟・菊地　愛美 細田　彩加・首藤美知枝

合計８５歳以下 岩見沢ドルフィン 札幌２０・本郷 滝川フルール・札幌遊羽クラブ

経験者 上原　美和・高橋　順子 安部　宏子・奈良　聡美 山際美穂子・小田　潮美

合計８６〜９５歳 札幌２０ 江別チームレンガ・ルネディ 札幌メイビー・OJI

経験者 市川むつき・長谷部留美 淺井　直子・継枝美由起 河原　朱美・鈴木真紀子

合計９６〜１０５歳 札幌２０ 苫小牧クラブ・岩見沢ドルフィン 札幌レディース

経験者 沼田　和江・向　美紀 箱田みち子・坂本　裕恵 武田　清美・木村　千穂

合計１０６〜１１５歳 苫小牧クラブ 札幌パール・伊丹 苫小牧クラブ

経験者 菊地　千香・高橋　眞紀 寺見　妙子・石川　智美

合計１１６歳以上 札幌パール 札幌ライラック

未経験者

５年未満程度

未経験者 日高　香織・青山　明乃

合計９５歳以下 札幌メイビー

未経験者 岡田　和子・野村　弘美 鈴木佳支子・川端　知子 中村　詠子・濱谷　久枝

合計９６〜１０５歳 滝川フルール さっぽろソフィー 札幌メイビー・OJI

未経験者 堀　治美・富塚　薫 小田ひとみ・橋本佐英子 松川真由美・吉田　綾子

合計１０６〜１１５歳 札幌スタッフ 札幌パール・福岡バード 札幌２０・江別チームレンガ

未経験者 高橋　依子・大泉美貴子 八重樫泰子・吉田名保子 小岩マサ子・八木橋雅恵

合計１１６歳以上 苫小牧ジャンプ 函館レディース 札幌ライラック

経験・未経験問わず 岩井　敦子・斉藤　倫子 黒木　智子・和泉　範子 　　
1２０歳以上 札幌パール 旭川シャトル

経験・未経験問わず 松島よう子・曽我　詩子 澤谷美枝子・坂田　信子 須永　好美・小嶋　妙子

合計１３０歳以上 さっぽろソフィー 札幌ライラック ラリーズ

経験・未経験問わず 青木夫早江・高谷　智子 大同　君枝・永井八重子 笠原　康子・梅澤　慶子

合計１４０歳以上 旭川シャトル・滝川シャトル 札幌まざ〜る・登別シャトル愛好会 札幌すずらん・室蘭羽はねはね

経験・未経験問わず 谷頭恵美子・岸谷　敏子 五十嵐芳子・三浦　道今

合計１５０歳以上 室蘭ウイング 札幌すずらん

C

D

E

F

G

H

第１７回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

令和元年６月６日　北ガスアリーナ札幌４６

種　　目

A

B

O

P

出 場 者 な し

I

J

K

L



第１８回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会成績一覧

新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止

令和２年６月４日（木）北ガスアリーナ札幌４６


