
第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位
札幌北陽 札幌白石
札幌平岸 札幌琴似
滝川江陵 岩見沢緑
札幌信濃 空知奈井江

3 47 岩見沢 滝川江陵 帯広第四 札幌白石 空知上砂川第一 帯広第五 札幌白石
空知奈井江 室　蘭　東
帯広第四 帯広第五
美唄沼南 檜山今金
札幌陵陽 空知中央長沼
札幌琴似 苫小牧啓北
滝川江陵 空知中央長沼
胆振虻田 空知中央長沼
札幌中央 帯広第一

空知中央長沼 帯広第一
帯広第二 札幌東白石
札幌東白石 岩見沢光陵
札幌向陵 札幌東白石
札幌東白石 空知中央長沼
砂川砂川 札幌東白石
札幌琴似 登別西陵
小樽忍路 空知上砂川
江別第二 帯　広　八
渡島蛾眉野 旭川西神楽
滝川江陵 登別西陵
旭川永山南 檜山今金
登別幌別 芦別啓成
旭川西神楽 滝川江陵
帯広南町 札幌白石

旭川永山南 十勝陸別

小樽忍路 日高日高

旭川永山南 檜山二俣

室蘭本室蘭 登別幌別

函館光成 帯広第二

歌　志　内 札幌新琴似

札幌東月寒 滝川江陵

石狩花川南 室蘭本室蘭

滝川明苑 石狩新篠津

帯広第一 砂　川

室蘭東明 黒松内中ノ川

旭川神居古潭 札幌北星

札幌東月寒 日高日高

旭川永山 札幌北星学園女子

札幌真駒内 帯広第一

厚岸太田 日高日高

滝川江陵 札幌篠路

網走斜里 日高日高

旭川永山南 苫小牧啓北

釧路緑陵 日高日高

札幌西陵 旭川明星

後志神恵内 空知栗山

滝川江陵 苫小牧光洋

後志神恵内 旭川東明

空知明成 渡島上磯

札幌明園 苫小牧啓明

滝川江陵 苫小牧光洋

【団　体】

23 4

旭　川

19

過　去　の　大　会　成　績　一　覧　表

苫小牧 旭川広陵

空知栗山

26 7

苫小牧啓明 旭川忠和 苫小牧明倫

27 8

28 9

25 6

根　室 旭川広陵 札幌琴似 札幌宮の丘

旭川広陵

小　樽 旭川豊里 札幌東栄

旭川豊里

日高日高旭川広陵

旭川忠和 旭川広陵

24 5 稚　内 札幌篠路西 厚岸太田 旭川広陵 帯広第七

函　館 旭川広陵 登別幌別 旭川神居古潭 帯広第七

22 3 登別幌別 旭川神居古潭

63

旭　川 札幌篠路西

登　別 滝川江陵

21 2 旭川神居古潭 旭川広陵

日高日高

20 元 帯　広 東　　川 石狩花川南 旭川神居古潭 札幌西陵

旭川永山

旭川広陵

17 61

小　樽 旭川神居古潭 室蘭東明 旭川広陵 札幌稲陵

18

札幌北陽

滝　川 滝川江陵 旭川神居古潭

滝川江陵

62

根　室

空知上砂川

空知上砂川 札幌東月寒

16 60 小　樽 滝川江陵 札幌北陽 十勝陸別 室蘭東明

静　内 滝川江陵 札幌東白石 室蘭東明 旭川嵐山

14 58

15 59

滝川江陵

11 55

旭　川 旭川西神楽

旭川嵐山

13 57

札幌札苗

帯広西陵

滝　川 滝川明苑 空知上砂川

10 54

空知上砂川 江別第二

12 56 江　別 滝川江陵 札幌北都 空知上砂川

札　幌 滝川江陵

滝川江陵

9 53

登　別 滝川江陵 旭川嵐山 札幌札苗 旭川嵐山

滝　川 滝川江陵 札幌北陽 空知上砂川

7 51

岩見沢 滝川江陵

8 52

空知上砂川 滝川江陵

帯広第三 空知上砂川 滝川江陵

空知奈井江

滝川江陵 空知上砂川

札幌東白石 空知上砂川

滝川江陵

岩見沢

上砂川 歌志内神威

滝川江陵

空知奈井江5 49

6 50 苫小牧 歌志内神威

滝川江陵 滝川江陵

回
数

年
度

札　幌 札幌琴似

空知上砂川

札幌手稲

4 48 小　樽

開催地
男　　　子 女　　　子

帯広第三 札幌北星

空知上砂川第一札　幌 帯広第五 札幌琴似

滝川江陵滝川江陵

空知上砂川第一

2 46

1 45

空知上砂川帯広第五



第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位

【団　体】
過　去　の　大　会　成　績　一　覧　表

回
数

年
度

開催地
男　　　子 女　　　子

今　金 石狩花川北 帯広緑園

北檜山 苫小牧明倫 滝川江陵

札幌札苗北 札幌宮の丘

札幌手稲 日高日高

旭川東明 日高日高

函館赤川 胆振壮瞥

旭川広陵 日高日高

空知栗山 空知南幌

石狩花川 登別緑陽

旭川広陵 帯広第一

札幌真栄 旭川忠和

札幌手稲東 砂　原

中標津 札幌真栄 十勝下音更

別海 札幌手稲 札幌手稲

札幌手稲 胆振虻田

帯広第四 岩見沢緑

千歳富丘 十勝芽室

札幌手稲東 札幌手稲東

札幌真栄 苫小牧緑陵

札幌手稲東 札幌手稲東

旭川東明 旭川忠和

鷹　栖 鷹　栖

胆振豊浦 岩見沢緑

日高静内 小樽菁園

十勝芽室 函館本通

札幌発寒 日高平取

札幌新稜 札幌新琴似

岩見沢緑 函館本通

あいの里東 十勝芽室

小樽朝里 札幌平岡緑

十勝芽室 根室厚床

静内第三 札幌発寒

帯広第一 函館本通

壮　瞥 札幌発寒

旭川東明 壮　瞥

札幌北都 函館本通

旭川東明 富原

札幌北野 札幌発寒

あいの里東 北見北

滝川江部乙 札幌星置

登別緑陽 帯広第一

岩見沢光陵 札幌羊丘

砂川 江別中央

函館亀田 札幌星置

51 2

52 3 岩見沢

恵　庭

旭川忠和42 23 旭　川 旭川忠和 旭川東明 旭川東明

旭川東明

岩見沢緑 旭川東陽 旭川東明 旭川北門

十勝芽室

40 21 根　室 岩見沢光陵 旭川東陽 十勝芽室

39 20 鷹　栖

12 旭　川

岩見沢緑38 19 恵　庭 十勝清水 岩見沢緑 十勝芽室

旭川東明 岩見沢緑 札幌北白石37 18 札　幌 滝川明苑

札幌手稲東 十勝下音更 砂　原36 17 登　別 岩見沢緑

帯広第四 旭川忠和 岩見沢緑35 16 岩見沢緑

旭川忠和 旭川東明 登別緑陽34 15 旭　川 帯広第四

胆振壮瞥

31

札幌手稲東 小樽銭函 渡島砂原33 14 小　樽 札幌手稲

32 13 岩見沢 札幌手稲 渡島上磯 後志島牧

胆振壮瞥

29

旭川広陵

札幌屯田中央10 札幌手稲

十勝池田 後志島牧札幌屯田中央

旭川東明 日高日高

30 11 恵　庭 胆振壮瞥 旭川春光台 旭川忠和

森 旭川東明 岩見沢緑 旭川忠和

旭川広陵41 22 岩見沢 岩見沢緑 旭川東陽

小樽銭函

44 25 小　樽 岩見沢緑 旭川東明 旭川東明 岩見沢緑

43 24

砂　原45 26 北　斗 岩見沢清園 旭川忠和 旭川東明

札幌発寒46 27 釧　路 帯広第一 壮　瞥 旭川東明

47

48

49

50

28

29

30

1

旭　川

札　幌

深　川

稚　内

壮　瞥 帯広第一

帯広第一 旭川東明

旭川東明 旭川広陵

札幌北野 帯広第一 帯広第一 岩見沢光陵

コロナのため大会中止

旭川愛宕 岩見沢光陵

旭川東明 帯広第一 帯広第一 旭川忠和



第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位

栗　井　康　裕 杉　浦　洋　志 児玉尊嗣・渡辺博之 須　田　義　隆

高　橋　和　典 小野寺　利　弘 （帯広第五） 松　田　恵　司 竹　田　義　隆 （歌志内神威）

（滝川江陵） （滝川江陵） 山方　貢・滝山　繁 （歌志内神威） （帯広第五） 小　蔵　聖　次

（空知砂川） （札幌中央）

坂　下　香　織 家　入　孝　子 藤永由香・西岡孝子 工　藤　利香子

厚　谷　かしみ 小　塚　朱　美 （空知上砂川） 小　林　里　香 竹　川　さより （空知上砂川）

（空知上砂川） （滝川江陵） 只野晴美・納屋邦子 （空知上砂川） （滝川江陵） 桝　田　令　子

（札幌東白石） （滝川江陵）

菅　原　裕　公 小野寺　利　弘 今井貴之・塚本英樹 桂　　光　義

中　島　英　俊 能登谷　英　樹 （札幌北栄） 杉　浦　洋　志 工　藤　貴　司 （空知中央長沼）

（滝川江陵） （滝川江陵） 駒込幸則・五十嵐康治 （滝川江陵） （空知中央長沼） 小　飼　清　統

（帯広第二） （札幌中央）

佐　藤　啓　子 和　田　美津子 高野晴美・今野美代子 松　本　雅　江

高　橋　きとみ 家　入　孝　子 （旭川嵐山） 藤　永　由　香 西　岡　孝　子 （空知中央長沼）

（空知上砂川） （滝川江陵） 大石靖恵・高桑奈穂子 （空知上砂川） （空知上砂川） 横　倉　美直子

（空知中央長沼） （空知中央長沼）

高　橋　祐　二 高　木　冬至郎 河原正博・松木義明 牧　野　和　之

太　田　嘉　裕 清　野　博　之 （旭川嵐山） 菅　原　裕　公 中　島　英　俊 （旭川嵐山）

（滝川江陵） （滝川江陵） 及川人史・及川貴史 （滝川江陵） （滝川江陵） 木　村　直　樹

（札幌清田） （岩見沢光陵）

上　川　美　紀 橋　本　真由美 弓削展子・松本洋子 浜　瀬　優　香

高　橋　真奈美 田　沢　利　香 （空知中央長沼） 小　池　かおり 酒　井　裕理子 （日高管内）

（空知上砂川） （空知上砂川） 鈴木裕子・高橋美環 （空知上砂川） （空知上砂川） 赤　川　裕　子

（札幌東白石） （帯広第八）

水　野　良　紀 塚　本　英　樹 三浦幸二・三船康晴 日　野　　　靖

松　尾　達　夫 荒　生　雅　己 （旭川嵐山） 三　浦　勝　博 野　村　武　彦 （札幌北陽）

（滝川江陵） （滝川江陵） 村田広一・谷井一尋 （旭川嵐山） （滝川江陵） 黒　川　俊　行

（滝川江陵） （滝川江陵）

工　藤　みゆき 弓　削　展　子 中村麻美・田中恵美子 川　岸　恵　子

小　野　江理可 松　本　洋　子 （空知上砂川） 高　橋　真奈美 松　本　明　子 （空知上砂川）

（空知上砂川） （空知中央長沼） 加藤洋子・池田こずえ （空知上砂川） （旭川嵐山） 植　田　裕　子

（札幌札苗） （札幌東白石）

山　田　直　登 安　川　雅　弘 秋葉弘人・小川康浩 佐　藤　誠　一

岡　田　浩　伸 高　桑　正　行 （帯広第一） 高　田　直　康 加　藤　　　学 （札幌琴似）

（滝川江陵） （滝川江陵） 遣水悦郎・橘　明宏 （帯広第一） （岩見沢光菱） 金　井　孝　典

（札幌琴似） （札幌琴似）

小　野　江理可 小　川　宮　子 田原千里・田原千晶 松　本　明　子

田　中　恵美子 斉　藤　朱　美 （旭川西神楽） 北　本　久美子 谷　脇　昌　美 （旭川嵐山）

（空知上砂川） （空知中央長沼） 賀好美紀・渡来加奈子 （空知中央長沼） （空知上砂川） 大　石　千　秋

（旭川西神楽） （空知中央長沼）

佐　藤　智　雄 松　浦　良　紀 利根川誠・村本和則 三　船　康　晴

中　居　靖　人 中　川　豊　明 （旭川西神楽） 角　谷　淳　一 寺　崎　　　明 （旭川嵐山）

（滝川江陵） （滝川江陵） 今井雅樹・山本哲治 （札幌北都） （札幌北都） 松　川　　清

（胆振幌別） （札幌東月寒）

高　橋　可　奈 田　中　克　子 大坪　緑・山内真由美 細　田　睦　美

藤　原　利　江 堀　田　淳　子 （札幌札苗） 徳　光　由美子 高　橋　恵　美 （空知栗沢）

（空知上砂川） （空知栗沢） 前　智奈美・古川弘美 （空知上砂川） （空知上砂川） 渡　辺　むつ子

（札幌東白石） （札幌月寒）

工　藤　貴　宏 井　口　　　広 村岡智章・越智　修 三　船　昌　晴

宍　戸　健　志 大　野　和　秀 （札幌北部） 田　中　栄　二 小助川　雅　人 （旭川嵐山）

（札幌琴似） （帯広西陵） 西尾　誠・田村秀一 （滝川江陵） （旭川西神楽） 桑　原　明　宏

（岩見沢東光） （帯広南町）

佐　藤　浩　子 岩　切　美知枝 小田部恭代子・古賀貴美恵 古　川　正　枝

酒　井　孝佳子 伊　藤　真　弓 （滝川江陵） 西　田　美和子 椿　坂　倫　代 （旭川嵐山）

（空知上砂川） （滝川江陵） 柴田由美子・石山雅世 （空知上砂川） （滝川江陵） 竹　原　みゆき

（江別第二） （十勝陸別）

谷　口　久　永 森　　　万　人 小助川雅人・邦須康則 岸　　　鉄　義

林　　　秀　行 関　　　健　文 （旭川西神楽） 三　船　昌　晴 松　木　蔵　幸 （滝川明苑）

（滝川江陵） （滝川江陵） 高石　守・小川聖二 （旭川嵐山） （旭川嵐山） 菅　原　幸　広

（札幌琴似） （滝川江陵）

佐々木　千　春 関　　　敦　子 大崎　恵・野口里子 松　木　る　み

加　藤　正　美 安　芸　恵　子 （旭川嵐山） 平　間　由　紀 関　　　弓　緒 （旭川嵐山）

（空知上砂川） （空知上砂川） 阿部理佳子・福島晶子 （空知上砂川） （滝川江陵） 古　川　正　枝

（滝川江陵） （旭川嵐山）

吉　田　圭　一 小野寺　康　之 高橋克桐・星　正志 小　林　　　誠

山　崎　　　肇 駒　村　八　一 （登別幌別） 伊地知　勝　美 米　田　雅　実 （滝川江陵）

（滝川江陵） （滝川江陵） 工藤　健・安藤　学 （札幌真駒内曙） （札幌北都） 瀬　川　健　二

（登別幌別） （滝川江陵）

岩　崎　絵里子 河　野　優　子 星　和代子・櫛引ゆかり 増　井　リ　カ

田　中　範　子 林　　　泰　子 （空知上砂川） 古　川　正　枝 近　藤　千　穂 （旭川嵐山）

（十勝陸別） （滝川江陵） 米原千晴・大場清子 （旭川嵐山） （檜山二俣） 山　中　里　水

（札幌北陽） （室蘭東明）

桜　井　敬　大 森　本　謙　治 岡本文晴・荒井敬大 秋　友　克　広

秋　山　　　清 村　井　英　樹 （滝川明苑） 横　山　　　匠 田　中　信　一 （旭川永山南）

（滝川江陵） （滝川江陵） 佐々木敏行・榎本英二 （十勝陸別） （札幌北陽） 工　藤　忠　和

（札幌北都） （釧路武佐）

岩　崎　絵里子 西　田　実樹子 三浦志緒・阿部香緒里 長谷川　真　弓

田　中　範　子 高　橋　智　子 （檜山二俣） 三　上　直　子 東　原　成　美 （釧路桜ヶ丘）

（十勝陸別） （室蘭東明） 佐藤貴子・山根理恵 （室蘭東明） （十勝陸別） 後　藤　美　樹

（室蘭東明） （芦別啓成）

【個　人】

16 60 小　樽

男

女

14 58 滝　川

男

女

15 59 静　内

男

女

13 57 旭　川

男

女

男

女

12

11 55 登　別

男

女

56 江　別

10 54 滝　川

9 53 岩見沢

上砂川

男

女

ダ　ブ　ル　ス

8 52 札　幌

回
数

年
度

開催地

男

女

7 51

シ　ン　グ　ル　ス
男女

男

女

男

女



第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位

【個　人】
ダ　ブ　ル　ス回

数
年
度

開催地
シ　ン　グ　ル　ス

男女

木　村　利　彦 桜　田　孝　志 増沢英之・井上行弘 小野寺　茂　樹

佐　藤　嘉　伸 平　野　朝　也 （旭川神居古潭） 古　川　秀　樹 斉　藤　　　実 （札幌新琴似）

（滝川江陵） （札幌北陽） 岡　　靖・小谷一郎 （旭川広陵） （空知砂川） 郷　路　一　郎

（室蘭東明） （札幌北陽）

蝦　名　美　輪 市　瀬　陽　世 米脇理恵・小川千乃 本　多　千　春

時　長　真　樹 林　　　夕起子 （旭川春光台） 田　村　亜　紀 中　垣　真紀子 （日高日高）

（空知上砂川） （空知上砂川） 小竹善子・松田　純 （空知上砂川） （芦別啓成） 根　本　直　子

（芦別啓成） （室蘭東明）

小　川　和　宏 芳　村　晋　悟 大沢文彦・藤本祐司 荻　原　利　雄

嶋　村　　　隆 田　村　隆　紀 （室蘭本室蘭） 斉　藤　　　実 馬　木　貴　之 （札幌東月寒）

（滝川江陵） （滝川江陵） 山本宏祐・佐藤洋到 （空知砂川） （旭川神居古潭） 島　垣　克　行

（札幌中の島） （登別西陵）

沢　田　昌　子 長谷川　真　紀 高松静穂・近藤晶子 後　藤　綾　子

清　野　悦　子 中　野　豊　子 （北檜山二俣） 土　屋　留美子 佐　藤　純　子 （函館桔梗）

（室蘭本室蘭） （室蘭本室蘭） 林夕起子・小笠原美香 （空知上砂川） （札幌西陵） 松　家　道　代

（空知上砂川） （上川東川）

小　森　　　隆 田　中　克　広 佐藤憲弘・渡辺宏樹 福　田　光　伸

幅　崎　慶　一 佐　竹　友　昭 （滝川明苑） 水　澤　直　哉 矢　野　宏　尚 （札幌北白石）

（旭川光陽） （旭川神居古潭） 金山文武・吉田　純 （旭川神居古潭） （旭川光陽） 伊　藤　真　吾

（旭川永山南） （登別西陵）

武　田　明　美 黒　川　　　忍 稲垣麻衣子・松原ゆかり 原　　　亜紀子

川　畑　麻　美 栗　原　和　美 （旭川広陵） 佐　藤　純　子 後　藤　綾　子 （室蘭本室蘭）

（室蘭本室蘭） （旭川広陵） 菅原友起・月岡由美子 （札幌西陵） （函館桔梗） 増　茂　孝　枝

（空知上砂川） （旭川神居古潭）

真　岩　　　忍 日　野　昌　晃 二本柳貴志・大野豊彦 伊　賀　政　幸

米　田　和　典 小　倉　隆　司 （室蘭本室蘭） 西　田　　　渉 佐　竹　友　昭 （登別札内）

（上川東川） （空知江陵） 米田仁司・浅沼浩一 （室蘭本室蘭） （旭川神居古潭） 佐々木　福　睦

（上川東川） （札幌稲陵）

中　山　智香子 稲　垣　麻衣子 藤村紋子・福原由華子 本　田　　望

増　茂　孝　枝 松　原　ゆかり （室蘭本室蘭） 佐　藤　純　子 後　藤　綾　子 （空知栗山）

（旭川神居古潭） （旭川広陵） 木村明美・山田咲枝 （札幌西陵） （函館桔梗） 斉　藤　未　来

（室蘭本室蘭） （空知砂川）

小野寺　靖　夫 竹　村　嘉　満 相馬広嗣・川畑友和 一　宮　孝　一

川　原　正　典 馬　木　智　一 （室蘭本室蘭） 井　野　嘉　久 鈴　木　大　輔 （旭川神居古潭）

（旭川豊里） （旭川神居古潭） 小沢滝一・板東昌志 （登別札内） （旭川） 高　橋　　弾

（札幌篠路） （釧路大付属）

中　山　智香子 高　橋　奈緒子 奥山　史・岡田理佳 北島あけみ

増　茂　孝　枝 平　岡　千　佳 （旭川広陵） 舟　口　庸　子 田　村　裕　美 （旭川明星）

（旭川神居古潭） （旭川広陵） 永市朋子・広瀬知子 （室蘭東明） （旭川忠和） 竹村美由紀

（旭川明星） （旭川神居古潭）

今　西　隆　弘 田　村　成　資 斉藤総彦・高江　将 高　橋　　　司

馬　木　智　一 奥　山　幸　一 （札幌八軒） 一　宮　孝　一 伊　藤　章　芳 （札幌真駒内）

（旭川神居古潭） （滝川江陵） 加藤義之・宇野裕治 （旭川神居古潭） （旭川永山） 阿知良　浩　司

（石狩大麻東） （札幌篠路）

遠　藤　梨枝子 杉　原　あゆ子 菅原奈穂子・館　明子 高　橋　　　円

大　西　清　子 岡　村　亜矢子 （日高日高） 竹　村　美由紀 田　村　裕　美 （釧路大付属）

（空知砂川） （日高日高） 西谷慶子・長原美幸 （旭川神居古潭） （旭川忠和） 田　中　順　子

（旭川神居古潭） （小樽銭函）

坂　上　真　吾 小瀬川　広　志 水谷隆行・佐藤祐亮 高　田　健　一

高　橋　大　輔 増　田　文　生 （厚岸太田） 馬　木　智　一 中　島　俊　紀 （岩見沢東光）

（旭川東陽） （江別大麻東） 松本圭輔・小幡正道 （旭川神居古潭） （札幌新琴似） 斉　藤　栄太郎

（厚岸太田） （釧路桜ヶ丘）

長　原　美　幸 十　　　陽　子 高橋真弓・本田 恵 宮　島　友　美

渡　辺　綾　子 渡　辺　　　唯 （栗沢栗沢） 竹　村　美由紀 伴　　　宏　美 （旭川忠和）

（旭川神居古潭） （旭川神居古潭） 原 香織・五反田一美 （旭川神居古潭） （苫小牧光洋） 小　堀　る　み

（旭川東明） （平取振内）

松　浦　正　暁 小　関　礼　憲 熊谷　隆・福田秀一 大　島　健　史

上　田　大　輔 岩　渕　大　介 （胆振札内） 佐　藤　弘　通 三　上　裕　司 （旭川広陵）

（旭川豊里） （釧路緑陵） 平山　誠・名子拓哉 （札幌西陵） （苫小牧光洋） 堀　口　高　志

（札幌東栄） （札幌篠路西）

早　川　　　舞 田　村　奈　美 大平満子・近井美香 千　葉　綾　乃

石　黒　広　子 塩　崎　沙　織 （胆振札内） 岩　松　絵理子 山　下　紋　司 （旭川明星）

（旭川広陵） （旭川忠和） 田中優香子・小森亜紀子 （苫小牧啓北） （新得富村牛） 二　瓶　志津香

（帯広第七） （白老萩野）

小　関　礼　憲 鈴　木　敏　之 山田省吾・川西周吾 宮　本　　　敬

岩　渕　大　介 中　富　　　崇 （帯広第一） 三　上　裕　司 上　田　大　輔 （帯広第一）

（釧路緑陵） （旭川広陵） 吉原彰彦・唐大　勝 （苫小牧光洋） （旭川豊里） 中　島　茂　勝

（東神楽） （新得富村牛）

石　黒　広　子 山　重　直　美 松浦由香・竹内　恵 元　木　　　瞳

馬　場　奈穂子 塩　崎　真　弓 （旭川豊里） 塩　崎　沙　織 山　下　紋　司 （釧路東）

（旭川広陵） （旭川忠和） 板東優美・菅野祐子 （旭川忠和） （新得富村牛） 千　葉　綾　乃

（旭川広陵） （旭川明星）

皆　川　信　郎 矢　野　真　吾 今泰寛・萬谷明大 金　子　　　博

秋　元　健太郎 藤　田　光　治 （千歳真町） 松　本　　　章 長　原　正　博 （室蘭東明）

（札幌東栄） （滝川江陵） 鈴木裕策・山下晃弘 （旭川豊里） （旭川豊里） 元　木　貴　志

（旭川春光台） （釧路緑陵）

菅　野　祐　子 松　浦　由　香 渡辺真希子・木村佳奈子 中　島　輝　美

宮　崎　あい子 竹　村　　　恵 （旭川東明） 塩　崎　真　弓 武　藤　めぐみ （十勝富村牛）

（旭川広陵） （旭川豊里） 新谷絵美・加津淳子 （旭川忠和） （新得富村牛） 松　永　聡　美

（札幌稲積） （釧路共栄）

26 7 小　樽

24 5 稚　内

25 6 旭　川

男

女

22

女

3 登　別

21

男

23 4 函　館

男

20 元 帯　広

2 旭　川

男

女

18 62 滝　川

19 63 小　樽

17 61 根　室

男

女

男

男

女

男

男

女

女

女

女

女

男
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年
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川　島　健　一 谷　平　祐　二 佐々木康人・上城雅樹 伊　辺　拓　哉

早　坂　幸　平 加　藤　洋　祐 （札幌栄町） 橋　本　暁　人 長　原　正　博 （渡島上磯）

（旭川広陵） （旭川広陵） 山田淳平・浦本昌則 （旭川広陵） （旭川豊里） 安　達　辰　徳

（苫小牧啓明） （苫小牧明倫）

渡　辺　真希子 吉　田　衣　里 中村彰子・遠藤奈美花 高　野　めぐみ

木　村　佳奈子 渡　辺　美　幸 （空知栗山） 中　島　輝　美 本　田　いずみ （小樽銭函）

（旭川東明） （旭川東明） 澤田洋美・大島清香 （十勝富村牛） （苫小牧光洋） 菊　池　亜矢子

（札幌東月寒） （旭川忠和）

川　島　健　一 加　藤　洋　祐 長田　烈・加藤耕助 長　原　克　博

早　坂　幸　平 谷　平　祐　二 （札幌上野幌） 佐々木　　　翔 河　原　　　悟 （旭川豊里）

（旭川広陵） （旭川広陵） 佐藤大将・吉村宏幸 （上磯上磯） （旭川豊里） 竹　村　　　純

（岩見沢緑） （旭川豊里）

福　井　晃　子 堀　田　千　世 江井祐妃子・野嶋真奈美 平　林　千　佳

福　井　早　苗 播　磨　宏　美 （苫小牧明倫） 本　田　いずみ 修　田　真　恵 （旭川忠和）

（旭川神居古潭） （旭川東明） 木村美菜子・渡辺智子 （苫小牧光洋） （札幌厚別） 脇　坂　美　穂

（門別富川） （帯広第一）

高　畠　茂　樹 荒　木　孝　平 後藤武俊・中島健太 池　添　尚　貴

山ノ内　利　幸 大　友　陽　介 （帯広第三） 長　原　克　博 近　井　宏　充 （日高日高）

（旭川東鷹栖） （石狩花川北） 大泉陽介・菊池正博 （旭川豊里） （函館蛾眉野） 谷　川　雄　輔

（旭川春光台） （札幌厚別北）

堀　田　千　世 野　嶋　真奈美 疋田千穂・岩島真由美 岩　島　恵里子

播　磨　宏　美 中　村　奈　積 （渡島砂原） 長　原　靖　子 三　浦　空　見 （渡島砂原）

（旭川東明） （苫小牧明倫） 市瀬泰子・福井早紀 （旭川豊里） （旭川緑が丘） 菅　原　美　貴

（空知砂川） （旭川忠和）

大　泉　陽　介 島　倉　一　樹 高橋拓也・藤野雄也 高　階　祐　一

和　泉　　　学 坂　田　晋　理 （後志銭函） 山　田　光　大 吉　松　将　哉 （胆振壮瞥）

（旭川春光台） （渡島　森） 高田禎久・中西智哉 （札幌札苗北） （胆振豊浦） 中　田　雅　史

（札幌屯田中央） （日高日高）

阿　野　加代子 泉　田　まどか 岩島真由美・葛西晃子 工　藤　亜　希

後　藤　佳　代 平　林　亜　希 （渡島砂原） 長　原　靖　子 佐　藤　由　香 （札幌明園）

（胆振壮瞥） （旭川忠和） 市瀬泰子・福井早紀 （旭川豊里） （旭川広陵） 神　田　麻　里

（空知砂川） （札幌啓明）

下芋坪　祐　太 樋　浦　直　人 畠山　啓・原田雄太 福　井　一　生

谷地元　恭　介 盛　永　　　光 （後志銭函） 山　田　和　弘 松　浦　晋太郎 （旭川神居古潭）

（旭川広陵） （上川東川） 浅間琢哉・中西智哉 （札幌東月寒） （石狩富岡） 工　藤　慶　祐

（札幌屯田中央） （後志朝里）

中　鉢　　　望 田　中　水　葵 吉岡くらら・岡崎愛可 賀　集　　　彩

下　村　琴　美 高　井　愛　弓 （岩見沢緑） 永　野　陽　子 工　藤　亜　紀 （十勝池田）

（十勝池田） （日高日高） 斎藤靖子・柳澤美紀子 （札幌石山） （札幌明園） 中　田　美　和

（旭川北門） （後志島牧）

佐々木　　諒 西　垣　智　仁 秋元貴浩・東谷崇登 大　西　翔　太

三　瓶　　明 古　戸　良　幸 （札幌札苗） 名須賀　　　亮 加　納　　　翼 （旭川忠和）

（渡島上磯） （十勝下音更） 木原拓也・辺見翔太 （渡島上磯） （胆振壮瞥） 西　村　昭　彦

（小樽銭函） （渡島砂原）

西　澤　幸　代 黒　川　祥　世 山本美智・前川　愛 中　田　美　和

神　原　美　保 岡　本　彩　日 （空知南幌） 工　藤　亜　紀 永　野　陽　子 （後志島牧）

（後志島牧） （旭川北門） 上村由季・碓井里菜 （札幌明園） （札幌石山） 河　井　奈都樹

（胆振壮瞥） （空知栗山）

大　平　真名人 鈴　木　達　真 佐藤大輔・藤　啓太 高　島　雅　彦

長谷川　　　純 小野寺　竜　弥 （札幌手稲東） 高　階　知　也 名須賀　　　亮 （後志島牧）

（札幌真栄） （後志銭函） 山光唯斗・千葉貴大 （胆振壮瞥） （渡島上磯） 西　村　昭　彦

（帯広第四） （渡島砂原）

小　寺　麻　衣 修　田　佳　奈 平田由衣・土屋明日奈 清　水　裕　子

小　田　彩　加 八　木　麻由加 （岩見沢清園） 佐々木　理　恵 河　端　茉　美 （札幌稲積）

（札幌稲積） （札幌厚別北） 高島愛美・渡辺　唯 （札幌平岡） （空知砂川） 宮　内　詩　織

（後志島牧） （旭川忠和）

下芋坪　大　地 野　口　元　生 入江優喜・福澤亮次 田　垣　貴　也

小笠原　祐　介 中　田　将　司 （帯広第四） 佐　々　泰　知 藤　野　晋　也 （釧路弥生）

（旭川広陵） （旭川忠和） 清水誠也・大久保慎也 （旭川東明） （小樽銭函） 谷　藤　敬　典

（鹿追瓜幕） （岩見沢東光）

上　田　維　子 松　本　弓　枝 浅沼美樹・小泉さやか 高　野　有　香

布　宮　ゆり恵 鈴　木　絵　笛 （函館大川） 佐々木　理　恵 小久保　陽　香 （登別緑陽）

（旭川東明） （旭川忠和） 木村笑実・岩島桃子 （札幌平岡） （芽　　室） 八　木　麻由加

（砂　　原） （札幌厚別北）

岩　川　　　倭 駒　井　亜　星 柿崎　渉・中川雄介 銅　　将　雅

米　陀　哲　也 平　池　淳　希 （岩見沢緑） 中　村　隆　志 鈴　木　陵　麻 （札幌新琴似北）

（札幌手稲） （胆振大岸） 石川岳明・佐々木克真 （帯広第四） （美唄東） 中　村　雄　喜

（札幌平岡） （札幌山鼻）

鈴　木　絵　笛 小　泉　さやか 橋　杏奈・内海綾子 佐　藤　しおり

松　本　弓　枝 浅　沼　美　樹 （十勝池田） 小久保　陽　香 島　津　未　来 （後志白井川）

（旭川忠和） （函館大川） 石垣沙織・澤谷安依梨 （芽　室） （砂　原） 布　宮　ゆり恵

（旭川東明） （旭川東明）

駒　井　亜　星 柿　崎　　　渉 井端健人・大久保雄太 吉　田　尚　弘

平　池　淳　希 中　川　雄　介 （十勝瓜幕） 岩　川　　　倭 中　村　隆　志 （岩見沢緑）

（胆振大岸） （岩見沢緑） 庄司元気・森内達也 （札幌手稲） （帯広第四） 牧　野　公　亮

（旭川北門） （旭川北門）

松　尾　薫　乃 澤　田　みゆき 渋木明奈・岩島綾美 木　下　侑梨恵

鐙　　　沙　姫 服　部　あゆみ （砂　原） 中　川　まどか 松　原　怜　美 （旭川嵐山）

（岩見沢緑） （旭川忠和） 藏重志帆・笠井尚美 （十勝豊頃） （十勝下音更） 本　間　美　穂

（岩見沢光陵） （小樽菁園）

小　樽

36 17 登　別
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女

男

女

男

女

35 16
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女
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29 10
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女
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男
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男
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男

女
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男
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男
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男

女



第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位

【個　人】
ダ　ブ　ル　ス回

数
年
度

開催地
シ　ン　グ　ル　ス

男女

中　木   広　大 伊　林　和　也 藤井佑介・住友　聡 遠　藤　祐　太

島　谷　航　平 澤　田　宗　良 （小樽北山） 尾　野　拓　郎 佐久間　浩　平 （岩見沢光陵）

（滝川明苑） （鷹　栖） 亀岡太郎・谷口　徹 （苫小牧緑陵） （岩見沢緑） 銅　　　大　雅

（滝川明苑） （札幌新琴似北）

柴　田　琴　乃 松　尾　薫　乃 赤川志保・柗田佳純 渡　辺　梨　沙

小野寺　晴　香 鐙　　　沙　姫 （虻　田） 清　﨑　玖留実 鶴　田　莉　里 （小樽長橋）

（芽　室） （岩見沢緑） 粒羅まひろ・小笠原志芳 （共　和） （札幌真栄） 堀　田　彩　美

（芽　室） （旭川東陽）

畑　本　康　貴 速　水　徹　也 住友　聡・藤井佑介 高　田　　憲

小　沢　　　拓 村　山　　　諒 （小樽北山） 島　田　大　輝 松　尾　龍　斗 （釧路茶路）

（旭川東明） （旭川東陽） 吉原康司・草彅逸斗 （十勝芽室） （岩見沢緑） 山　本　皓　策

（札幌真栄） （渡島砂原）

黒　田　夕貴子 岩　鼻　　　舞 成田倫奈・西川絵里 堀　田　彩　美

島　田　きらら 水　沼　　　彩 （渡島砂原） 牧　野　怜　奈 山　家　ゆりか （旭川東陽）

（十勝芽室） （旭川広陵） 山本佳奈・太田菜々実 （旭川東明） （岩見沢緑） 伊　藤　里　菜

（旭川東明） （旭川愛宕）

西　島　圭　哉 吉　田　尚　弥 駒井砂竜・羅津勝太 松　尾　龍　斗

中　田　涼　介 水　間　陽　介 (胆振豊浦) 渡　部　　　大 清　本　　　樹 （岩見沢緑）

（旭川東陽） (岩見沢光陵) 吉川大智・松谷龍之介 (旭川嵐山) (岩見沢清園) 秋　田　剛　志

（岩見沢緑） (千歳北斗)

八　田　実乃里 上　田　菜　月 本田恵利奈・巻口梨子 牧　野　怜　奈

石戸谷　友　香 藤　田　璃　子 (滝川江陵) 鈴　木　　　萌 島　田　きらら （旭川東明）

（旭川東明） (十勝芽室) 川原夕奈・田中里歩 (旭川北門) （十勝芽室） 山　家　ゆりか

(苫小牧緑陵) （岩見沢緑）

駒　井　砂　竜 山　口　友　輔 大澤幹樹・椎名紀介 水　間　陽　介

羅　津　勝　太 堀　　　太　一 (札幌篠路) 渡　辺　　　黎 長　船　拓　也 （岩見沢光陵）

（胆振豊浦） (岩見沢緑) 佐藤満確・浅野右京 (北広島西の里) (ニセコ) 海　谷　慎　吾

（旭川東明） (森)

藤　田　璃　子 河　上　由　奈 福澤麗子・高橋みなみ 永　原　和可那

大　塚　　　葵 松　本　理　沙 (北星学園女子) 牧　野　怜　奈 佐々木　柚里菜 （十勝芽室）

（十勝芽室） (十勝芽室) 坂牧深雪・小山田奈央 (旭川東明) （旭川東明） 島　田　きらら

(旭川東明) （十勝芽室）

山　口　友　輔 速　水　拓　也 熊谷直悦・三浦慎太郎 武　石　優　斗

堀　　　太　一 岸　田　貴　嗣 (札幌発寒) 吉　村　海　二 木　村　尋　斗 (千歳駒里)

(岩見沢緑) (旭川東陽) 鈴木一輝・林　孝亮 (小樽銭函) (平取貫気別) 青　木　佑希也

(帯広第一) (胆振豊浦)

河　上　由　奈 定　免　沙　樹 武田百合香・上川あかね 松　本　香　織

松　本　理　沙 松　谷　風　香 (旭川北門) 松　本　麻　佑 永　原　和可那 (函館本通)

(十勝芽室) (岩見沢緑) 野村来未・牧野つくし (札幌厚別南) (十勝芽室) 石　澤　未　夢

(旭川東明) (札幌平岡)

椿　原　宥　輝 河　村　一　総 牧野匠実・秦野　歩 柏　原　剛　毅

井　上　　　颯 千　葉　桂　祐 (十勝芽室) 西　方　優　馬 塚　本　光　希 (札幌真栄)

(札幌新稜) (森砂原) 中峰信太朗・中島健汰 (札幌平岡緑) (札幌厚別) 石　武　優　斗

(小樽菁園) (千歳駒里)

久保田　菜　南 渡　邉　真　輝 松井　南・葛西優香 花　田　麻　由

佐　藤　　未　唯 倉　橋　亜　子 (札幌北星学園女子) 松　本　香　織 髙　畑　祐紀子 (岩見沢緑)

(旭川東明) (札幌新琴似北) 牧野つくし・坂下　裕 (函館本通) (北広島東部) 池　田　有　希

(旭川東明) (苫小牧光洋)

小　林　謙　一 日　詰　晴　輝 清水　拓・成田大誠 二　谷　優　吾

岡　村　洋　輝 植　村　瑠　太 (森砂原) 片　桐　悠　輔 菊　地　佑　太 (平取)

(芽室) (小樽朝里) 田中佑輔・吉田雅弥 (岩見沢緑) (島牧) 村　上　正　人

(十勝帯広第一) (北斗浜分)

鈴　木　優　香 岩　間　梨　子 佐々木萌実・稲垣千尋 山　口　由　那

松　本　未　玖 仲　村　　　華 (旭川広陵) 髙　畑　祐紀子 舟　橋　佳　歩 (札幌伏見)

(教大附属釧路) (芽室) 林　怜菜・榎本凪歩 (北広島東部) (旭川忠和) 豊　村　綾　乃

(旭川忠和) (北広島大曲)

遠　藤　大　輝 齋　藤　大　樹 佐竹慧悟・中山　諄 遠　藤　真　彦

館　　　賢　太 宮　本　章　吾 (旭川忠和) 岡　村　洋　輝 高　橋　　慶 (札幌東月寒)

(岩見沢緑) (壮瞥) 深田崇人・竹俣光聖 (帯広第一) (旭川東明) 高　尾　直佑樹

(岩見沢清園) (札幌柏丘)

小　西　真　生 市　橋　実　結 牧野碧衣・上田紗月 花　田　麻　由

古　屋　郁　衣 水　田　未　来 (芽室) 藤　井　春　那 舟　橋　佳　歩 (岩見沢緑)

(旭川東明) (旭川春光台) 片桐麻友花・館　彩香 (旭川春光台) (旭川忠和) 大　友　千　草

(岩見沢緑) (芽室)

齊　藤　大　樹 竹　俣　光　聖 牧　聖司・長谷川　慧 池田　佑介

宮　本　章　吾 深　田　崇　人 (旭川東明) 橋本　瞬次郎 加藤　太基 (芽室)

（壮瞥） (岩見沢清園) 武田　駿希・泉　湧登 (岩見沢清園) (豊浦) 小川　涼真

（小樽朝里） (陸別)

平　尾　実　唯 佐　藤　千　紗 布川　夢香・牧　英里奈 菊池　さやか

渡　瀬　千　尋 高　橋　由　羽 (旭川東明) 中田　千沙妃 小中　桃子 (小樽銭函)

(旭川東明) （北星女子） 佐々木奈菜・福井　純怜 (旭川東明) (旭川春光台) 高橋　沙弥

（南幌） （札幌柏丘）

佐野　大輔 奥秋　祐人 野上　拓哉・岡嶋　慧 渡邉　丞

福村　龍 上山　昇大 (札幌発寒) 加藤　太基 佐藤　陸 (壮瞥)

(旭川東明) (帯広第一) 工藤　蒼大・本間　風太 (豊浦) (深川一已) 桜本　倖辰

（登別緑陽） (岩見沢東光)

遠藤　みのり 鈴木　理子 井上　真名・中垣内里佳 高橋　沙弥

藤原　遥花 七宮　優羽 (札幌発寒) 桜庭　ほのか 内山　真希 （札幌柏丘）

(旭川春光台) (旭川東明) 盛　未有・早川　侑貴 （壮瞥） (江部乙) 中田　千沙妃

（札幌星置） (旭川東明)
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第一位 第二位 第三位 第一位 第二位 第三位

【個　人】
ダ　ブ　ル　ス回

数
年
度

開催地
シ　ン　グ　ル　ス

男女

荒木　亮磨 狩野　友基 越川　京兆・関根　陸 池田　智哉

毛利　悠人 廣岡　幸 (帯広第一) 林　寿輝弥 秦野　　陸 （札幌羊丘）

(壮瞥) (函館潮見) 伊東　駿・田川　滉樹 （札幌北野） (帯広第一) 渡邊　昂進

（札幌羊丘） (旭川東明)

武田　花音 鈴木　理子 盛　未有・早川　侑貴 髙見　優里

中垣内　里佳 七宮　優羽 （札幌星置） 中田　千沙妃 高橋　沙弥 (旭川春光台)

(札幌発寒) (旭川東明) 加藤　海月・髙橋まりあ (旭川東明) （札幌柏丘） 佐藤　凜佳

（壮瞥） （壮瞥）

飛田　修 関根　陸 岡田　文太・宍戸銀次朗 細岡　虎哲

渡邊　拓斗 丸山　拓海 (深川一已) 毛利　隼人 木野　舜悟 (岩見沢光陵)

(壮瞥) (帯広第一) 新山　世陸・美濃　一輝 （壮瞥） （札幌北野） 木津　健斗

(美唄東) (旭川愛宕)

犬嶋美南海 花井　愛梨 浅井　花音・森下　明衣 志摩　紗希

百武　沙菜 水田　莉緒 (北見北) 安東　紗弥 開発　茉子 (旭川忠和)

(旭川東明) (旭川春光台) 桜本　和李・石岡　陽 (附属釧路) (岩見沢光陵) 高橋　まりあ

(岩見沢光陵) （壮瞥）

太田　蓮 野村　波輝 犬嶋　宏介・片山　優翔 高山　悠大

中川　開 佐々木颯太 (旭川東明) 丸山　拓海 富樫　柚月 (北見端野)

(登別緑陽) (旭川東明) 川口　兼司・西根　寛弥 (帯広第一) （札幌北白石） 藤原　睦月

（札幌羊丘） (帯広第一)

浅井　花音 広瀬　未來 桜本　和李・石岡　陽 野上　結菜

森下　明衣 濱下　亜美 (岩見沢光陵) 岩戸　和音 森本　歩那 (札幌八軒東)

(北見北) (帯広第一) 高田　眞衣・高橋　遙菜 (旭川愛宕) (釧路富原) 平元　さや

(室蘭桜蘭) （札幌羊丘）

犬嶋　宏介 野村　波輝 越川　匠・野呂　英賢 畠山　大和

片山　裕翔 佐々木颯太 (帯広第一) 藤原　睦月 小島　滉貴 (江別中央)

(旭川東明) (旭川東明) 廣瀬　大城・末永健太郎 (帯広第一) (旭川東明) 河北　勝希

(帯広第一) (旭川愛宕)

獅子原瑚桜 嶋村　瑞希 後藤李々子・小林　香凛 土佐梨緒菜

山田　桜生 谷口　美海 （札幌発寒） 岩戸　和音 濱下　亜美 (旭川忠和)

(旭川忠和) (旭川東明) 藤堂　悠菜・藤井　りる (旭川愛宕) (帯広第一) 中川千咲音

（札幌羊丘） (苫小牧緑陽)

50 1 稚内

男

女

51 2 恵庭

男

女

48 29 札幌

男

女

49 30 深川

男

女

47 28 旭　川

男

女

コロナのため大会中止

52 3 岩見沢

男

女


