
栄　　光　　の　　記　　録　（団体の部）

i回数 惇度 �開催地 � �第1位 �第／2位 �i　　第3位 ��i細チーム引 i参加人数 

第5回 昭和51年 �江別市 �） �札幌ライラックA �函館シャトル �匪：レ �i �i　i 

甲 i 惇7回 ；昭和53年 I i �江別市 苫小牧市 �2部 �札幌シ〝ヤトル �函館シャトル �札幌ク　ラ　ブ � �1 133 十g 

3部 �苫小牧同好会A �十川大雪A・ �乍蘭水鳥A �函館愛好会A 

i l部 �札幌ライラックA �札幌ライラックB �札幌シャトル �函館シャトル �i 47 302 

L2部 上部 �札幌パ　ー　ル �「高腰盲好会 �旭川ク　ラ　ブ �室蘭水鳥　A 

、函館愛好会A i �札幌パールA �札幌シャトルA �函館愛好会B 
l ！ ！第8回 昭和5、停 �江別市 �1部 �札幌ライラック �上里＿三上三上＿王水っ焉 ��函館シャトル �1 ㌧： ！ 

2部 �i苫小牧同好会 �！ 札幌パ－ル �厄　蘭　水　鳥 �一旭　川　フ　ジ i 

3部 �札幌パールA �苫小牧同好会A �L聖ママさん匡館愛好会B 南館シャト小 町クラ覆車 

i i 唐 i i I �i i ） ！‾i 十一／市 ⊥ �－1部 �車幌レディース 回、牧同型呈 札幌パールA �札幌ライラック ���75 525i i 
2部 ��室　蘭　水　鳥 

LA iB 3部 C ��止館シャトル匡亘玉田 ��千歳セブンエイトA 
苫小牧アイビーズÅ �小樽ミセ至上L千歳イ1 ��） 滝）i上エメラルド 

函館愛好会A �札幌パつレBI旭川フジA 　　　I ��）栗山シャトルA」 

D �旭川ク　ラ　ブ �留　‾一首高市ミセスC 　　　i ��小　滝　杢」 �i， 　」 

I i 惇10回 ；昭和粥年 l i I l �札幌市 �1部 �札幌ライラック �山里レディ三国 �函館シャトル � �1 ∴ i i I i 

2部 �室　蘭　水　鳥 �帯　広　水　鳥 �旭川ママさん �旭川ふじクラブ 

臨 �札幌パールB �滝川ラマさんA �旭lII大雪クラブ �室蘭水鳥　B 千歳ママさん �函館シャトルA �付言、一一言 �旭川ク　ラ　ブ 
i i 書 手第11回 �室蘭市 �：三． 」 �札幌レディース �室　蘭　水＿烏 �札幌パ「ル � �1 491 343i i （ 

苫小牧同好会 �栗山シャトル �函館シャトル �札幌ライラック 

3〝部 �千歳セブンエイトA �室蘭水鳥T �函館シャトルB �札幌パ・－ルÅ 

：∴ 昭和58年 �上市 �1部 �札幌レディース �札幌パ　ー　ル �札幌ライラック � �！ 訂 二 2部 �旭川ク　ラ　ブ �室　蘭　水　鳥 �栗山シャトル �千歳里と竺」 

3部 �札幌パールA �札幌レディース⊥ �札幌パールB �滝lIi同好会 

北海道家庭婦人バドミントン連盟設立　昭和59年3月4日

市 �l部 �札幌レディース �札幌ライラック �札幌パー　ル � 2部 �名寄ママさん �岩見沢シャトル �i室　蘭　水　鳥 � 

3部 �札幌パールA �札幌パールD �札幌パールC �函館　ミ　ド 
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栄　　光　　の　　記　　録　（団体の部）

札幌パ　ー　ル

部1札幌パー
札幌市

第15回

昭和61年

第17回

昭和63年

札幌レディー

寸言后二言
札幌パール！旭　川　大　雪

ママさんA

イラック

ヤトル！名　寄エ　ー

札幌なずなA回路ウイング！

函館シャトルAi千歳セナ

1部　はし幌パ　ー　ル

2部　…旭川シャトル

小樽市

二二丁一言千二‾・言
t i

札幌レディースはし幌ライ

札幌パ　ー　ルはし幌ライ

A南館シャトルA

室蘭パルズA

札幌シーガル

滝川シャトル

札幌パつレ車幌レ

滝川ママさんシャ

千歳ママさん！函館シャ

千歳セブンエイ

函館シャトルB【函館愛好会A

エ＿　－　ス

路はし幌な　ずな

札幌ライラック

函館シャトル

1

札幌パール！旭川シャトル
＿－　　　　　　　　　　　　i　　－－ 聖と竺ツク当　＿

栗山町王÷里館シャトル惇山シャト）山里パつ車幌シ‾ガル
i

i

ビ上里二二
ノLi函館愛好会A

旭川シ　ャトルl道北シャトル

小樽　ミ　セ　ス

函館シャトル

1部　はし幌パールAi旭川シャトル

第18回「，＿∴　2部
苫小牧市

帯広市

苫小牧同好会

札幌シーガルA

札幌レディ　ス圧し幌ライラックA

世帯シャトル唱′小牧A甲幌シ‾ガ生

島誓書誓書霊虚器
、

i

1部問幌パ“－ルA甲幌レディスA甲幌ライラック陸川シャト′レ
I i

T－－－－～一一一一｛｛－【－－一一　　　　　一一一一－一一一一－一一一一一－一一一一一一一一一⊥一一一一一一一一一一一一一一一－一一

＿＿．、　一　一　　＿i1、、　、　　、　I　‥　、＿　．、

2部旧館B L C出目ママさんシャトル南幌パ一・九日

室蘭1ウイング埋幌パルA甲幌なずな旧館愛好会B

面TT示すT玩弄正二÷J‾言正号了ニラ言

1部　出し幌パールAi札幌レディスAi帯広水鳥シャトルL旭川シャトル

12部　席川ママさんシャトル
j一＝＝＝一言⊇　　　　　！　　一一一一－ニ

†Aはしl幌パールA

示「言古‾言下‾高言テTF‾元

旭　川　大　雪！帯広水鳥シャトル

静内ジョイフル

手稲シャトルズ

札幌レディスA同L幌コスモスAi札幌シーガルJA言函館愛好会A

重電亜
2部　圧し幌パールAl函館　B L Cl函館シャトルi

札幌スタッフ 札幌コスモスAi函館シャトルはし幌パールA

室蘭ウイング圧し幌パールB 旭川フレンドリーA一秒IIIシャトル
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種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

札幌シーガル 札幌パールA 旭川フレンドリー 札幌メッツ

札幌パールA 函館シャトル 苫小牧ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰｽﾞ

札幌パールA 札幌２０

札幌シーガル 恵庭ウインディー 札幌レディースA 札幌わかばA

旭川フレンドリー 札幌パール 苫小牧ﾄﾞﾗｲﾌﾗﾜｰｽﾞ 函館愛好会

旭川シャトル 札幌２０

札幌ミックスフレンズ

札幌２０ 札幌レディースA 札幌パールA 十勝クィーンA

札幌ウイング 旭川シャトル 十勝クィーン 函館シャトルクラブ

第　２４　回　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会
平成７年７月　　　　　札幌市

1部

2部

札幌ウイングA 旭川フレンドリー

根室シャトルズ 札幌レディースＡ

苫小牧シャトル 恵庭ウインディー

第　２２　回　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会

第　２３　回　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会

2部

3部Ａ

3部Ｂ

平成６年７月　　　　小樽市

平成５年５月　　　　　　函館市

1部 旭川シャトル 札幌レディースA 札幌パール 札幌ライラックA

釧路MOO 室蘭ウイング 札幌パール 旭川フレンドリー

札幌ウイングA 札幌パールA 函館シャトルA 旭川フレンドリーA

札幌シーガル 札幌２０ 函館愛好会A 札幌レディースA

3部A

3部B

1部

2部

3部Ａ

3部Ｂ

4部

札幌パール 室蘭ウイング

札幌パール 函館シャトルクラブ

室蘭スマイル 札幌スタッフ

札幌パールA 札幌レディースA

札幌シーガル 札幌パールA

札幌２０ 函館シャトルクラブＡ

3部B

4部

4部

第　２５　回　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会
平成８年８月　　　　　滝川市

1部

2部

3部A

札幌パールA 十勝クィーンA 札幌２０ 札幌ウイング

旭川シャトル 札幌ウイング 十勝クィーンA 函館BLC

函館シャトルA 札幌スタッフ 札幌レディース 根室シャトルズ



種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

札幌パールA 旭川フレンドリー 札幌シーガル 室蘭ウイング

札幌北　 札幌２０A 札幌ライラック 旭川シャトル

札幌シーガル 札幌コスモスA 函館シャトルA 札幌パールA

札幌レディース 函館BLC 苫小牧ジャンプA 函館上磯クラブ

札幌シーガル 岩見沢シャトル 恵庭ウィンディー

札幌パール 旭川フレンドリー 登別同好会

十勝クィーン 札幌２０A 札幌パールA 函館BLC

平成１２年８月　　　　　札幌市

札幌シーガル 函館シャトルA 旭川ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ愛好会A 札幌２０A

根室シャトルズ 函館シャトルB 札幌パールA 札幌コスモスA

旭川フレンドリー 札幌パール 札幌ライラック 登別同好会

函館BLC 札幌ユニオン 十勝クィーンA 函館シャトル

札幌パールA 札幌２０A 札幌スタッフA 旭川クラブ

札幌シーガル 根室シャトルズ 苫小牧ジャンプA 苫小牧シャトルB

十勝クィーンA 札幌パールA 札幌レディースA 札幌２０

第　２６　回　　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会
平成９年８月　　　　　苫小牧市

1部

2部

2部

3部A

3部B

4部

第　２８　回　　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会
平成１１年７月　　　　　　　室蘭市

3部A

3部B

4部

第　２７　回　　北海道家庭婦人バドミントン競技大会
平成１０年８月　　　　　旭川市

1部

札幌ライラック 函館シャトル 札幌すずらん同好会

十勝クィーンA 札幌パールA 札幌２０ 札幌ライラック

旭川シャトルA 札幌フェニックス 札幌２０ 札幌ライラック

1部

2部

3部A

3部B

4部

1部

2部

3部A

3部B

4部

第　２９　回　　　北海道レディースバドミントン競技大会

十勝クィーンA 室蘭ウイング 札幌２０

函館BLC 札幌ライラック 岩見沢シャトル 札幌レディース

函館シャトルA 苫小牧ﾌﾞﾙｰﾄﾚｲﾝ 札幌スタッフ 室蘭スマイル

札幌２０A



種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

旭川シャトル 滝川ママさんシャトル 札幌ライラック 札幌まざーる

室蘭ウイング 札幌レディースA 札幌カーニバル 十勝クィーン

中標津ゆめの森 芽室アイリス 苫小牧クラブ 札幌ライラック

岩見沢翔羽 中標津ゆめの森 札幌ライラック 十勝クィーンA

札幌スタッフ 札幌レディースA 札幌北 札幌コスモスA

札幌シーガル 室蘭スマイル 札幌すずらん同好会 苫小牧ジャンプA

札幌カーニバル 室蘭ウイング 十勝クィーンA

札幌ライラック 岩見沢翔羽 中標津ゆめの森 旭川シャトル

札幌北 札幌パール 岩見沢シャトル 小樽レディース

札幌カーニバル 十勝クィーン 旭川マイサーク４ 旭川シャトル

岩見沢翔羽 札幌２０ 旭川シャトル 札幌北

4部

第　３１　回　　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１４年８月　　　釧路市

1部

2部

3部A

第　３０　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１３年８月　　　　　小樽市

1部

2部

3部A

3部B

札幌ソフィー 札幌ノースシャトルA 札幌コスモス 岩見沢シャトルA

札幌スタッフ 札幌シーガル 札幌すずらん同好会A 札幌パールA

旭川フレンドリー 小樽レディース 札幌パール 室蘭ウイング

3部A

3部B

4部

第　３３　回　　　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１６年８月　　　　　滝川市

1部

3部B

4部

第　３２　回　　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１５年８月　　　　　帯広市

1部

2部

札幌すずらん同好会 札幌コスモスA 札幌ダブルス 苫小牧羽球会

旭川シャトル 旭川フレンドリー 札幌パール 滝川シャトルズ

室蘭ウイング 十勝クィーンA 札幌レディースA 旭川シャトル

2部

3部A

3部B

4部

岩見沢シャトル 札幌シーガル 札幌コスモスA 札幌パール

札幌北 札幌ダブルス さっぽろソフィー 札幌すずらん同好会A

旭川シャトル 滝川シャトル 帯広水鳥 札幌ライラック



種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

種目 優勝 二位 三位 　三位

室蘭ウイング
旭川フレンドリー

種目 優勝 二位 三位 　三位

札幌パール 帯広水鳥クラブ 十勝クィーン 旭川シャトル

室蘭ウイング 札幌パール 札幌すずらん同好会 登別同好会

札幌シーガルA 札幌スタッフ さっぽろソフィーB

札幌パール 旭川シャトル 札幌ライラック 帯広水鳥クラブ

札幌ライラック 札幌すずらん同好会

さっぽろソフィーA

札幌カーニバル 札幌レディースA 札幌遊羽クラブ 旭川マイサーク4

苫小牧クラブA 札幌ライラック 岩見沢シャトルA 芽室アイリス

第　３６　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１９年９月　　　岩見沢市

1部

2部

札幌パール 札幌ライラック 旭川シャトル 旭川フレンドリ－

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰ 札幌ライラック 札幌パール

札幌カーニバル 札幌レディース 札幌遊羽クラブ 旭川MYSARK４

札幌カーニバル 札幌レディースA 十勝クィーン 旭川MYSARK４

岩見沢シャトルA 苫小牧クラブ 江別チームレンガA 札幌ライラック

札幌スタッフ 札幌ダブルス 札幌シーガルA 岩見沢シャトル

1部

2部

3部

4部

5部

第　３５　回　　北海道レディースバドミントン競技大会

第　３４　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成１７年８月　　　　札幌市

3部

4部

平成１８年８月　　　　苫小牧市

1部

2部

3部

4部

5部

札幌ダブルス 札幌レディース 岩見沢シャトル 札幌スタッフ

札幌まざーる 札幌シーガル 札幌ダブルス 札幌２０

札幌パール 旭川シャトル 登別同好会 十勝クイーン

混成チーム 札幌すずらん同好会 苫小牧マーブル

4部

5部

5部

第　３７　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成２０年８月　　　札幌市

1部

2部

3部

札幌レディースA 旭川MYSARK4 札幌２０ 札幌レディースB

江別チームレンガA 千歳イフ 札幌レディース

札幌スタッフA 札幌スタッフB さっぽろソフィー 札幌シーガルA



種目 優勝 二位 三位 　三位

室蘭ウイング
旭川フレンドリー

種目 優勝 二位 三位 　三位

札幌レディース 札幌遊羽クラブ 旭川MYSARK4

旭川フレンドリー 室蘭ウイング 札幌すずらん同好会

苫小牧クラブA 苫小牧クラブB 札幌スタッフ 札幌レディース

函館BLC.06 札幌シーガルA 札幌わかばA 岩見沢シャトル

札幌ライラックA 札幌パール 旭川シャトル

札幌わかばA 滝川フルール

札幌パール 旭川あさひクラブ 旭川フレンドリー

第　３８　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成２１年９月　　　函館市

1部

2部

2部

3部

4部

5部

3部

4部

5部

第　３９　回　　北海道レディースバドミントン競技大会
平成２２年８月　　　旭川市

1部

札幌パール 札幌すずらん同好会

旭川MYSARK4 室蘭ウイング 札幌レディース　 札幌２０

十勝クィーン 岩見沢シャトル 江別チームレンガ 旭川シャトル

さっぽろソフィー 札幌スタッフ

旭川シャトル



種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

札幌レディースA 小樽レディース 室蘭ウイング 札幌遊羽クラブ

札幌地区 小樽地区 室蘭地区 札幌地区

十勝クィーン 江別チームレンガA 札幌ダブルス 苫小牧クラブ　チームK

十勝地区 札幌地区 札幌地区 苫小牧地区

札幌スタッフ 函館BLC.０６ 札幌ダブルス 札幌すずらん同好会

札幌地区 函館地区 札幌地区 札幌地区

札幌パール 札幌レディース 帯広水鳥クラブ 岩見沢ドルフィン

札幌地区 札幌地区 十勝地区 南空知地区

旭川シャトル 旭川フレンドリー 札幌すずらん同好会 札幌ライラック

旭川地区 旭川地区 札幌地区 札幌地区

種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

札幌レディースA 十勝クィーンA 札幌遊羽クラブ

札幌地区 十勝地区 札幌地区

十勝クィーン 札幌ソフィー 札幌レディース 根室シャトルズ

十勝地区 札幌地区 札幌地区 釧路地区

札幌ソフィーA 岩見沢シャトル 札幌すずらん同好会A 滝川シャトル

札幌地区 南空知地区 札幌地区 北空知地区

札幌パール 帯広水鳥クラブA 岩見沢ドルフィン

札幌地区 十勝地区 南空知地区

札幌ライラック 旭川フレンドリー 旭川シャトル 滝川シャトル

札幌地区 旭川地区 旭川地区 北空知地区

種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

函館BLC.06 札幌レディース　A 札幌遊羽クラブ

函館地区 札幌地区 札幌地区

札幌２０　A 旭川シャトル 苫小牧クラブ　チームK 室蘭はねはね

札幌地区 旭川地区 苫小牧地区 室蘭地区

札幌スタッフ 岩見沢シャトル 札幌すずらん同好会 札幌シーガル

札幌地区 南空知地区 札幌地区 札幌地区

函館BLC.06 札幌レディース　 札幌ソフィー 札幌ライラック

函館地区 札幌地区 札幌地区 札幌地区

旭川シャトル 旭川フレンドリー 室蘭ウイング 滝川シャトル

旭川地区 旭川地区 室蘭地区 北空知地区

５部

３部

４部

５部

第４２回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２５年９月７日　伊達市総合体育館

１部

２部

３部

第４０回北海道レディースバドミントン競技大会

平成２３年９月３日-４日　小樽市総合体育館

第４１回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２４年９月２９日-３０日　帯広市総合体育館

１部

２部

１部

２部

３部

４部

４部

５部



種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

札幌レディース　A 札幌遊羽クラブ 札幌２０ 札幌レディース　 B

札幌地区 札幌地区 札幌地区 札幌地区

苫小牧クラブ　B 十勝クィーン 旭川シャトル 室蘭はねはね

苫小牧地区 十勝地区 旭川地区 室蘭地区

さっぽろソフィー　A 岩見沢シャトル 小樽シャトルクラブ 小樽シーガル

札幌地区 南空知地区 小樽地区 小樽地区

さっぽろソフィー　 札幌パール 札幌ダブルス

札幌地区 札幌地区 札幌地区

旭川シャトル 十勝クィーン 札幌レディース 苫小牧ジャンプ

旭川地区 十勝地区 札幌地区 苫小牧地区

室蘭ウイング 札幌ライラック 札幌すずらん同好会

室蘭地区 札幌地区 札幌地区

種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

札幌レディース　A 帯広ラケットスポーツシード 札幌２０ 札幌遊羽クラブ

札幌地区 十勝地区 札幌地区 札幌地区

苫小牧クラブ　A 小樽レディース 室蘭はねはね 岩見沢シャトル

札幌地区 小樽地区 室蘭地区 南空知地区

さっぽろソフィー 帯広水鳥クラブ 札幌ダブルス

札幌地区 十勝地区 札幌地区

函館BLC.０６ 札幌スタッフ 岩見沢シャトル 小樽シーガル

函館地区 札幌地区 南空知地区 小樽地区

札幌２０ 十勝クィーン 帯広水鳥クラブ 旭川シャトル

札幌地区 十勝地区 十勝地区 旭川地区

旭川シャトル 札幌パール 札幌ライラック 滝川シャトル

旭川地区 札幌地区 札幌地区 北空知地区

室蘭ウイング 札幌パール 札幌すずらん同好会

室蘭地区 札幌地区 札幌地区

種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

帯広ラケットスポーツシード 北見夢羽 札幌２０

十勝地区 北見地区 札幌地区

苫小牧クラブ さっぽろソフィー 旭川シャトル

苫小牧地区 札幌地区 旭川地区

帯広水鳥クラブ 札幌ダブルス 苫小牧ジャンプ 札幌スタッフ

十勝地区 札幌地区 苫小牧地区 札幌地区

十勝クィーン 帯広水鳥クラブ 釧路クラブ

十勝地区 十勝地区 釧路地区

旭川シャトル 札幌パール 札幌ライラック

旭川地区 札幌地区 札幌地区

室蘭ウイング 札幌パール 釧路クラブ

室蘭地区 札幌地区 釧路地区

５部

６部

第４３回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２６年８月１８日-１９日　北海きたえーる

１部

２部

３部

４部

５部

６部

第４４回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２７年９月５日-６日　岩見沢市総合体育館・岩見沢スポーツセンター

１部

２部A

３部

４部

５部

６部

２部B

第４５回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２８年９月２４日-２５日　湿原の風アリーナ釧路

１部

２部A

３部

４部



種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

DOFREE 札幌２０ 札幌レディース

苫小牧地区 札幌地区 札幌地区

苫小牧クラブ　C 札幌レディース 札幌２０ 室蘭はねはね

苫小牧地区 札幌地区 札幌地区 室蘭地区

さっぽろソフィーA 札幌スタッフ 函館BLC.06 岩見沢シャトル

札幌地区 札幌地区 函館地区 南空知地区

札幌パール 十勝クィーン

札幌地区 十勝地区

滝川シャトル 旭川シャトル 室蘭ウイング

北空知地区 旭川地区 室蘭地区

種目 優　勝 準　優　勝 ３　位 ３　位

DOFREE 札幌遊羽クラブ 岩見沢ドルフィン

苫小牧地区 札幌地区 南空知地区

江別チームレンガ 苫小牧クラブ　B 札幌レディース 札幌ガンバ北

札幌地区 苫小牧地区 札幌地区 札幌地区

札幌パール 帯広水鳥クラブ 岩見沢シャトル ふらのシャトル

札幌地区 十勝地区 南空知地区 旭川地区

岩見沢ドルフィン さっぽろソフィー 札幌スタッフ 岩見沢シャトル

南空知地区 札幌地区 札幌地区 南空知地区

札幌シーガル 苫小牧ジャンプ 札幌すずらん同好会

札幌地区 苫小牧地区 札幌地区

さっぽろソフィー 札幌レディース 岩見沢ドルフィン（バラ）岩見沢ドルフィン（ユリ）

札幌地区 札幌地区 南空知地区 南空知地区

旭川シャトル 滝川シャトル 苫小牧ジャンプ

旭川地区 北空知地区 苫小牧地区

北海道東部胆振地震の影響により中止

第４９回北海道レディースバドミントン競技大会

令和２年９月１２日-９日１３日　北ガスアリーナ札幌４６

第４８回北海道レディースバドミントン競技大会
令和元年８月３１日-９日１日　滝川市スポーツセンター

１部

２部

３部

４部

４部

６部

第４７回北海道レディースバドミントン競技大会

平成３０年９月８日-９日　函館アリーナ

第４６回北海道レディースバドミントン競技大会
平成２９年９月２日-３日　苫小牧市総合体育館

１部

２部A

３部

５部

６部

７部

新型コロナウイルス感染症対策に伴い中止


