第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会ジュニア新人の部南北北海道予選会
北北海道男子シングルス(NBS)

令和４年８月８日 函館アリーナ

木村 友翔 （池田町立池田中）
横田 寛人 （砂川市立砂川中）
16

佐藤 遥斗 （網走市立第三中）
12

高畠 柊斗 （ＤＲＥＡＭ ＢＣ）

6

東海林 亮汰 （旭川市立北門中）

1

高砂 澪士 （釧路市立桜が丘中）

22

遠藤 聖也 （釧路町立別保中）

20

愛澤 豊季 （新得町立富村牛小中）

7

大坂 春道 （北栄ＪＢＣ）

2

阿部 泰士 （旭川市立春光台中）

17

末村 豪羽 （滝川市立江陵中）

13

髙橋 駿太 （北見市立相内中）

8

吉田 仁悠 （名寄市立名寄中）

3

寒川井 悠 （稚内市立宗谷中）

24

25
26

田中 大誇 （砂川市立砂川中）

浅野 琉之介 （北見市立光西中）

9

大木 陽生 （帯広市立帯広第一中）
14

宮田 真采 （名寄市立名寄東中）

18

松下 一誠 （Ｓｐａｒｋｙ Ｊｒ．）

4

河野 颯汰 （旭川市立東明中）

10

前田 賢汰 （北見市立相内中）

21
23

竹村 怜斗 （砂川市立砂川中）

上木 湊都 （稚内ラヴオールジュニア）

5

谷 大 夢 （帯広市立帯広第一中）

11
15

伊藤 央亮 （根室市立厚床中）
19

清尾 星祈 （根室市立光洋中）
堀 渚 颯 （旭川市立東明中）
三位決定戦
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第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会ジュニア新人の部南北北海道予選会
北北海道女子シングルス(NGS)

令和４年８月８日 函館アリーナ

奥田 紗世 （帯広市立帯広第一中）
豊嶋 彩衣心 （旭川市立東鷹栖中）
16

山本 希実 （名寄市立名寄東中）
12

金田 楓禾 （帯広市立帯広第一中）

6

菊田 優羽 （根室市立光洋中）

1

竹林 未織 （釧路市立鳥取中）

22

菅野 理心 （旭川市立愛宕中）

20

賀川 柚音 （新十津川町立新十津川中）

7

長野 恋羽 （北見市立小泉中）

2

今野 心葉 （稚内市立稚内中）

17

杉野 芙夏 （ＳＭＡＳＨ ＭＯＮＫＥＹ＇Ｚ）

13

吉田 奈未 （北栄ＪＢＣ）

8

阿部 未紀 （滝川市立滝川明苑中）

3

本田 すず （遠軽町立生田原中）

24

25
26

加藤 三佳 （中川町立中川中）

木下 晴楽 （白糠町立庶路学園）

9

三島 美誉 （帯広市立帯広第一中）
14

原田 麻央 （旭川市立東明中）

18

東谷 悠吹 （忠和クラブ）

4

熊谷 彩月 （帯広市立南町中）

10

宮﨑 優空 （釧路市立鳥取中）

21
23

中野 葉菜 （北見市立北中）

渡邉 千鶴 （砂川市立砂川中）

5

安江 瑚心 （滝川バドＪｒ．）

11
15

近藤 瑠華 （近文少年団）
19

石垣 梅唯 （稚内市立宗谷中）
中村 悠良 （遠軽町立南中）
三位決定戦
27

第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会ジュニア新人の部南北北海道予選会
南北海道男子シングルス(SBS)

令和４年８月８日 函館アリーナ

原田 翔斗 （室蘭市立室蘭西中）
工藤 颯太 （寿都町立寿都中）
10

阿部 由直 （苫小牧市立開成中）
14

遠藤 大史 （伊達市立伊達中）

1

関野 光流 （札幌市立元町中）

6

佐藤 幸成 （函館市立北中）

18

里見 悠月 （小樽市立望洋台中）

20

高 杉 櫂 （札幌市立元町中）

2

下田 有輝 （函館市立北中）

7

坂木 陽斗 （苫小牧市立和光中）

11
15

赤樫 琉希 （登別バドミントンスポーツ少年団）
石山 恵大 （長沼町立長沼中）

3

山田 翔太 （美唄市立東中）

22

24

23

冨原 龍斗 （北斗市立浜分中）

島田 輝生 （日高町立日高中）
16

工藤 蒼助 （新ひだか町立静内第三中）
12

木村 颯介 （札幌市立元町中）

8

丹 羽 驍 （登別市立幌別中）

4

髙橋 和渡 （岩見沢市立東光中）

21

吉川 蒼空 （岩見沢市立光陵中）

19

近江 来生 （島牧ＪＢＣ）

9

尾山 莉逸 （ 尾 山 組 ）

5
17

後藤 瑛翔 （登別市立幌別中）
13

篠原 泉輝 （江別市立大麻東中）
小原 琥珀 （函館市立亀田中）

三位決定戦
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第41回全日本ジュニアバドミントン選手権大会ジュニア新人の部南北北海道予選会
南北海道女子シングルス(SGS)

令和４年８月８日 函館アリーナ

齋 ひ な （江別市立中央中）

石山 夏妃 （苫小牧市立ウトナイ中）
11

15

熊澤 堵愛 （伊達市立伊達中）

今 野 葵 （小樽市立向陽中）
1

6

平川 優衣 （新ひだか町立静内中）

中山 惺賀 （七飯町立七飯中）
21

19

斎藤 柚葉 （七飯町立七飯中）

宮平 琉花 （北星学園女子中）
2

7

斎野 美結佳 （Ｔｅａｍ Ｌａｃｋｅｒ）

坂東 律歩 （伊達市立伊達中）
16
12

山田 瑠菜 （小樽市立菁園中）

山下 ゆりあ （岩見沢市立東光中）
3

成田 天音 （東ジュニアクラブ）

23

相田 愛美 （仁木町立仁木中）

24
25

8

門澤 愛果 （室蘭市立桜蘭中）

木村 真結 （恵庭ＢＬＩＴＺ）
17
13

山下 凜奈 （七飯町立大中山中）

日野 愛莉紗 （栗山町立栗山中）
4

9

髙田 真那 （新ひだか町立静内第三中）

中居 胡桃 （港南飛翔Ｊｒ．バドミントンクラブ）
22

20

南部 未央里 （北広島市立東部中）

杉原 帆夏 （日高町立日高中）
5

10

松田 南々帆 （岩見沢市立光陵中）

浅井 志保 （札幌市立信濃中）
14

18

加賀 愛朱理 （余市町立余市西中）

木村 朱里 （七飯町立大中山中）

三位決定戦
26

