
第１回　北海道社会人クラブバドミントン選手権大会(個人戦) （２０２２．４．２～３）深川市

種　目

※女子単の参加者なし

第７２回　北海道実業団バドミントン選手権大会　（２０２２．４．２３～２４）札幌市

種　目
男子１部
女子１部
男子４部

第７７回国民体育大会バドミントン競技北海道予選会　（２０２２．５．６～８）帯広市市

種　目

種　目

都道府県対抗

フリー
都道府県対抗

４０歳以上
都道府県対抗

５０歳以上

第３８回若葉カップ全国小学生バドミントン大会北海道地区予選会（２０２２．５．１５）岩見沢市

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(１)

１　　位 ２　　位 ３　　位

札幌みなみ 岩見沢ドルフィン 札幌２０

土佐梨緒菜③ 藤堂　悠菜②

クラブ対抗 岩見沢ドルフィン さっぽろソフィー 札幌スタッフ

高橋　真惟・小田　彩加
札幌２０

岩根　彩子・川口美与子 広岡　優・吉田　久美 和田　厚子・西尾　友美

北翔大学 北翔大学 北翔大学

１　　位 ２　　位 ３　　位
小竹　創貴 稲垣　健太 佐藤　一生

第４０回全日本レディースバドミントン選手権大会（都道府県対抗・クラブ対抗）北海道予選会（２０２２．５．1３）札幌市

少年男子　単
小島　滉貴③ 齋藤　誓弥③ 佐々木颯太③

旭川実業 札幌静修 旭川実業

ＪＲ北海道

成年女子　単
内山　真希 谷川　　綾 高橋　沙弥

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

男子団体 聚富ジュニア(札幌)

とわの森三愛

濱下　亜美③
旭川実業 とわの森三愛 帯広大谷

成年男子　複
大越　泉・三浦　將誓 渡部　大・光島　理貴 吉原　康司・渡辺　俊和

コンサドーレ ＪＲ北海道 コンサドーレ

少年女子　単

札幌メイビー・札幌レディース 函館BLC.０６ 札幌遊羽クラブ

櫛山久美子・宮川　里恵 川島　満・笹岡恭代子 市川むつき・長谷部留美

成年女子　複
石澤　未夢・塚本あゆみ 内山　真希・佐藤　　萌 中野　有沙・武石　香織
ＰＬＥＮＴＹ　ＧＬＯＢＡＬ　ＬＩＮＸ 北翔大学 ＪＲ北海道

成年男子　単
加藤　太基 辻　　凌也 塚本　光希

ＪＲ北海道 コンサドーレ

鷹栖北野少年団(旭川) 東光小少年団(旭川) 苫小牧リトル(苫小牧) 芽室町少年団(十勝)

１　　位

少年男子　複
伊藤　彰悟③・佐々木颯太③ 畠山　大和③・河北　勝希② 小關　優心③・大井　済嘉③

旭川実業 札幌龍谷 北海

JR北海道 北空知信用金庫
リコラ

２　　位 ３　　位
コンサドーレ JR北海道 SMASH SPIRIT

ストーム 札幌市役所

１　　位 ２　　位 ３　　位

東神楽ジュニア(旭川)

女子団体

少年女子　複
嶋村　瑞希③・獅子原瑚桜③ 濱下　亜美③・江口　碧② 藤堂　悠菜②・藤井　りる②

旭川南 帯広大谷

女子複
佐々木あかね・花田　優衣 比嘉　満希美・中塩　春菜 照林　未来・田中　万貴

北空知信用金庫・フリー 北空知信用金庫 北空知信用金庫

混合複
岩下　直樹・佐々木あかね 糟川　和晃・住友　彩花 加納　大貴・田中　万貴
空知ガス(株)・北空知信用金庫 IMITATION GOLD 空知ガス(株)・北空知信用金庫

男子単
Forrest 中央同好会 SMASH SPIRIT TSUKUSHI

男子複
小竹　創貴・佐藤　洸太朗 村山　諒・二谷　優吾 小山　和也・岩下　直樹

Forrest Forrest 空知ガス(株)



第７１回北海道学生バドミントン選手権大会　（２０２２．５．２８～３１）小樽市

種　目

第７４回北海道高等学校バドミントン選手権大会　（２０２２．６．２１～２４）釧路市

第２３回北海道小学生ＡＢＣバドミントン大会北北海道予選会（２０２２．６．２５～２６）北見市

第２３回北海道小学生ＡＢＣバドミントン大会南北海道予選会（２０２２．６．２５～２６）岩見沢市

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(２)

中居　胡桃⑥
Team Lacker(札幌) 恵庭BLITZ(札幌)

女子　Ｃ
竹田　惧愛②

登別スポーツ少年団(室蘭） 聚富ジュニア(札幌) 聚富ジュニア(札幌) サンク倶楽部(札幌)

SMASH　MONKEY'Z(十勝) 東光小少年団（旭川）

関野　莉子⑥

男子　Ａ
赤樫　琉希⑥ 髙橋　勇弥⑥ 高森　蒼羽⑤ 長根　咲翔⑥

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

岩淵　琳奈② 田中　依万里②
女子　Ｃ

外川　陽依② 太田　夢姫②
ノーススタージュニア釧路(釧根) 厚床少年団(釧根) 鷹栖北野少年団(旭川) 東神楽ジュニア(旭川)

田中　琉斗④ 三上　李晟④ 成田　優真④
北斗上磯ジュニア(函館)

男子　Ｃ

札幌ＢＥＡＮＳ（札幌）

男子　Ｂ

木下　実乃里② 寺口　日優虹②
北斗wings.jr(函館) 東ジュニアクラブ(南空知)

宮脇　羽那②

井上　稜介③
ポレアース函館(函館) KUDO KAI(札幌) 寿都JBC(小樽)

DREAM  BC(旭川） 稚内ラヴオールジュニア(名寄) 高台少年団(旭川）

青柳　歩華④ 井上　奈々④
近文少年団(旭川)

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

男子　Ｃ

千歳北信濃少年団(札幌) Niki Jr(小樽)

女子　Ｂ
新田　優芽④ 渡辺　緩菜④ 千葉　ひなた④ 安田　陽菜④

SA東・羽倶楽部(札幌) 恵庭BLITZ(札幌) SAWAジュニア(小樽) 苫小牧エールジュニアB.C.(苫小牧)

登別スポーツ少年団(室蘭）

女子　Ａ
斎野　美結佳⑥ 木村　真結⑥

東光小少年団（旭川）

女子　Ｂ
髙畠　柚羽④ 近藤　悠乃④

Ｆｌａｐ十勝(十勝） 東光小少年団（旭川）

旭川実業 北海

女子　単

男子　単
小島　滉貴③ 小關　優心③ 佐々木　颯太③ 齋藤　誓弥③

旭川実業 札幌静修

土佐　梨緒菜③ 山家　くるみ② 濱下　亜美③

相馬　瑠生⑤
北栄ＪＢＣ(十勝)

男子　単

女子　単

混合　複

北翔大学 札幌大学 北海道大学

内山　真希 高橋　沙弥 谷川　綾

北翔大学 北翔大学 北翔大学

古川　晃大 太田　峻 廣岡　　幸

札幌大学

甲斐　穂野香・竹澤　知穂 内山　真希・佐藤　　萌 谷川　綾・目野　穂乃香
女子　複

桐　　一紗② 佐藤　逸基② 福士　愛斗② 畠山　朝陽②
Team Lacker(札幌) 函館ベアーズ(函館)

港南飛翔ジュニアクラブ(室蘭）

北斗wings.jr(函館)

竹内　健人② 川田　晄大① 広瀬　結都② 塩崎　旦陽②
SMASH　MONKEY'Z(十勝) ノーススタージュニア釧路(釧根) 東神楽ジュニア(旭川) 鷹栖北野少年団(旭川)

男子　Ｂ
川岸　春翔④

鷹栖北野少年団(旭川) ノーススタージュニア釧路(釧根) 鷹栖北野少年団(旭川)

女子　Ａ
吉田　奈未⑥ 杉野　芙夏⑥ 佐藤　心咲⑥ 木脇　怜歩⑥
北栄ＪＢＣ(十勝)

吉田　澪禾④ 目黒　龍之介④ 村上　心之佑④
池田少年団(十勝) 北栄ＪＢＣ(十勝)

旭川実業 札幌龍谷 帯広大谷 北海

山田　桜生③・山家　くるみ② 濱下　亜美③・江口　碧② 竹内　紅葉②・小林　香凜② 嶋村　瑞希③・獅子原　瑚桜③

男子　複

女子　複
とわの森三愛 帯広大谷 札幌静修 旭川南

伊藤　彰悟③・佐々木　颯太③ 畠山　大和③・河北　勝希② 瀬藤　智史③・廣瀬　大城③ 小關　優心③・大井　済嘉③

藤堂　悠菜②
旭川実業 とわの森三愛 帯広大谷 とわの森三愛

男子　Ａ
大坂　春道⑥ 髙畠　柊斗⑥ 上木　湊都⑤

北翔大学 北翔大学 札幌大学

北翔大学 北翔大学 北翔大学

小林　倫太郎・目野　穂乃香 渡辺　　剛・甲斐　穂野香 太田　　峻・髙橋　亜夕

女子団体 とわの森三愛 帯広大谷 札幌静修 旭川実業

男子団体 旭川実業 札幌龍谷 帯広大谷 北海

１　　位 ２　　位種　目 ３　　位

北翔大学 北翔大学

３　　位
大田　海人・古川　晃大 飛田　　修・小林　倫太郎 太田　峻・山口　吏玖

１　　位 ２　　位

男子　複



第１５回北海道シニアバドミントン選手権大会　（２０２２．７．２～３）千歳市

種　目

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(３)

男子40歳以上複
田村　隆紀・田中　健太 千田　泰輔・佐藤　裕介 奥宮　弦・岸　雄太郎

荒くれ羽球部 SMC

男子65歳以上単
奥山　和也 遠藤　雅行 高橋　一郎

小樽

釧路町立富原小学校・釧路ブラックファルコンズ

男子45歳以上複
村瀬　知卓・宇野　裕治 新山　満・武田　博和 桐山　剛志・斉藤　真

札幌市役所 飛翔会・チームまりも 北翔クラブ

１　　位 ２　　位 ３　　位

男子30歳以上複
中本　大輔・岡嶋　秀幸 佐藤　学・駒井　亜星 泉　健太・松浦　恭介

石狩協会・舞羽 荒くれ羽球部 おひさま・自衛隊北海道

男子60歳以上複
南　正司・成田　光弘 加藤　豊己・山坂　幸市 熊谷　敏夫・中川　憲昭
釧路ブラックファルコンズ 飛翔会 ベアーズ・札幌

男子70歳以上複
吉野　幸広・竹村　正敏 野川　豊・堀　文雄 畑山　茂美・斉藤　英嗣

室蘭 大麻バドミントンクラブ 深川クラブ・栗山協会

男子50歳以上複
郷路　一郎・星　直仁 堀部　豊美・鎌野　祐二 銘形　晃尚・池田　雅

荒くれ羽球部 苫小牧ジュニアB.C チームメイガタ

男子55歳以上複
新井　光寿・橋場　孝啓 若月　敏見・工藤　理基 樺澤　大藏・片渕　秀俊

乾杯倶楽部 MIGHTY PURE

女子50歳以上複
渡部　由紀・田中　佳代子 田村　彰子・浦瀬　恵 笹岡　恭代子・首藤　美知枝

チームメイガタ MBC・グレース 苫小牧ジュニアB.C・札幌遊羽クラブ

女子55歳以上複
齋藤　千春・古杉　ひとみ 荒井　里美・宮脇　邦代

岩見沢ドルフィン 深川クラブ・滝川シャトル

女子30歳以上複
泉　優貴・住友　彩花 十河　唯・林　佳奈 駒井　祐子・吉田　詩織

利礼資材 DOFREE・RACKET SPORT SEED 荒くれ羽球部・羽℃羽課

女子45歳以上複
斉藤　明子・佐藤　明子 和田　厚子・西尾　友美

岩見沢ドルフィン 札幌遊羽クラブ

男子35歳以上単
小浜　史崇 吉田　真 鈴木　広大

苫小牧ジュニアB.C 大谷地クラブ A.S.I

男子40歳以上単
菅井　信吾 伊藤　勇介 吉川　隆博
自衛隊北海道 PEAK PEAK

女子60歳以上複
山田　幸子・小西　章子 奥山　淳子・永田　悦子

MBC・名寄エース 小樽・函館

男子30歳以上単
岩川　倭 松本　恵吾

星置養護学校 大谷地クラブ

男子55歳以上単
角谷　淳一 横山　薫 長田　浩之
NTT北海道 大谷地クラブ 乾杯倶楽部

男子70歳以上単
竹村　正敏 天神　正人 野川　豊

室蘭 根室協会 大麻バドミントンクラブ

男子45歳以上単
村瀬　知卓 松岡　克好 斉藤　哲雄
札幌市役所 幕別町バドミントン協会 Team S.T

男子50歳以上単
佐野　博章 木村　勝 橋本　聖
旭川市役所 凛泉 大谷地クラブ

MOIWA 清水町バドミントン協会

５５歳以上混合複
田中　義仁・佐々木　路子 西野　修・荒井　里美 松尾　修一・箱田　みち子

ホワイトウエーブ・旭川あさひクラブ 深川クラブ ホワイトウエーブ・札幌パール

６０歳以上混合複
成田　光弘・山田　幸子 熊谷　敏夫・西山　幸子

釧路ブラックファルコンズ・MBC ベアーズ・清水ジュニア

３０歳以上混合複
糟川　和晃・住友　彩花 十河　弘樹・十河　唯 駒井　亜星・駒井　祐子

利礼資材 DOFREE 荒くれ羽球部

50歳以上混合複
鎌野　祐二・笹岡　恭代子 南　正司・田村　彰子

苫小牧ジュニアB.C 釧路ブラックファルコンズ・MBC

45歳以上混合複
西尾　政幸・西尾　友美 淺井　哲・淺井　直子

札幌遊羽クラブ 苫小牧工業高校・苫小牧クラブ



第６６回北海道社会人バドミントン選手権大会　（２０２２．７．２～３）千歳市

種　目

第５３回北海道中学校バドミントン大会　（２０２２．７．２７～２９）旭川市

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　（２０２２．８．８）函館市

第４１回全日本ジュニアバドミントン選手権大会選考会　北北海道ブロック　（２０２２．８．９～１０）旭川市

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(４)

種　目 １　　位 ２　　位

吉田　莉麻②・松浦日奈乃② 江口　碧②・石原　綾弓① 大坂夏里奈②・小國　二葉① 井上　紗彩①・中島優衣奈①

旭川実業 帯広大谷 旭川商業 旭川商業

旭川実業

女子　複

芹澤　侑哩②・渡部　蓮②

男子　単
松本　悠汰② 川田　光太① 渡部　蓮② 水谷　純稀③

帯広大谷 旭川実業 旭川実業 旭川市立春光台中

北北海道
男子　単

横田　寛人② 田中　大誇①
砂川市立砂川中 砂川市立砂川中

女子　単
豊島彩衣心① 奥田　紗世①
旭川市立忠和中 帯広市立帯広第一中

河野　颯汰②
旭川市立東明中

木下　晴楽①
白糠町立庶路学園

女子　単
鈴木穂乃花③ 井上　紗彩① 江口　碧② 石原　綾弓①
旭川市立忠和中 旭川商業 帯広大谷 帯広大谷

３　　位

男子　複
松本　悠汰②・濱下　虎哲② 野崎　逸斗②・菅野　愛都② 鎌倉　大起②・森山　生稀②

帯広大谷 帯広大谷 旭川実業

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

南北海道
男子　単

原田　翔斗② 篠原　泉輝②
室蘭市立室蘭西中 江別市立大麻東中

女子　単
齋　　ひな② 浅井　志保①

江別市立中央中 札幌市立信濃中

木村　颯介②
札幌市立元町中

加賀愛朱理②
余市町立余市西中

女子　単
鈴木穂乃花③ 豊島彩衣心① 橋本　芽生③ 阿部　未紀①

上川　旭川市立忠和 上川　旭川市立東鷹栖 空知　岩見沢市立東光 空知　滝川市立明苑

男子　単
佐藤　杏介③ 住尾　遥知③ 水谷　純稀③ 西村　虹輝③

十勝　帯広市立第一 釧路　釧路市立鳥取 上川　旭川市立春光台 渡島　函館市立桔梗

２　　位 ３　　位

女子団体
帯広市立帯広第一 砂川市立砂川 旭川市立東明 江別市立中央

十勝 空知 上川 石狩

男子団体
砂川市立砂川 旭川市立東明 旭川市立春光台 帯広市立帯広第一

空知 上川 上川 十勝

男子　複
山澤　直貴・本田　大樹 大越　泉・三浦　將誓 吉原　康司・渡辺　俊和

コンサドーレ コンサドーレ コンサドーレ

女子　複
中野　有沙・武石　香織 鈴木　優香・鈴木　理子 中塩　春菜・照林　未来

ＪＲ北海道 ＪＲ北海道 北空知信用金庫

１　　位 ２　　位 ３　　位

男子　単
加藤　太基 塚本　光希 辻　　凌也

ＪＲ北海道 ＪＲ北海道 コンサドーレ

女子　単
武石　香織 鈴木　理子

ＪＲ北海道 ＪＲ北海道

女子　複
大津妃奈乃③・関野　妃奈③ 長根　香凜③・竹村　実優③ 内田　千智③・藤川　千愛③ 仲濱このは③・柿崎　　結②

札幌　札幌市立羊丘 札幌　札幌市立羊丘 十勝　帯広市立第一 上川　旭川市立東明

男子　複
菊地　悠刀③・源野　　佑③ 川上　諦道③・横田　寛人② 奥村　啓太②・東海林亮汰② 河野　颯汰②・吉田　一咲②

空知　砂川市立砂川 空知　砂川市立砂川 上川　旭川市立北門 上川　旭川市立東明

種　目 １　　位



第４１回全日本ジュニアバドミントン選手権大会選考会　南北海道ブロック　（２０２２．８．９～１０）札幌市

第７５回北海道バドミントン選手権大会　（２０２２．８．２４～２７）旭川市

種　目

第５１回北海道レディースバドミントン競技大会（２０２２．９．３～４）小樽市　　中止

第４１回北海道小学生バドミントン大会　（２０２２．９．10.11.19）札幌市

種　目
４年生以下

男子　単
４年生以下

男子　複
５年生以下

男子　単
５年生以下

男子　複
６年生以下

男子　単
６年生以下

男子　複
４年生以下

女子　単
４年生以下

女子　複
５年生以下

女子　単
５年生以下

女子　複

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(５)

聚富ジュニア[札幌]

新田 優芽④ 髙畠 柚羽④ 青柳 歩華④
ＳＡ東・羽倶楽部[札幌] 鷹栖北野少年団[旭川] ノーススタージュニア釧路[釧根]

竹内　紅葉② 山家くるみ②

日置 杏⑤・宮崎 彩衣⑤
北栄ＪＢＣ[十勝] エフォールＪｒ．[札幌] 鷹栖北野少年団[旭川]

東光小少年団[旭川] 鷹栖北野少年団[旭川] 池田少年団[十勝]

札幌龍谷 札幌龍谷 帯広大谷

男子　単
磯野　佑斗② 河北　勝希② 盛　寛太② 小原　琉星②

貝谷 怜莉⑤ 林 華乃葉⑤

ＤＲＥＡＭ ＢＣ[旭川] Ｆｌａｐ十勝[十勝]

平野 心愛④・榊田 愛結④ 和泉 茉佑④・田中 杏奈④ 齋藤 茉子④・芝木 愛梨④

石原　綾弓①
札幌静修 とわの森三愛 帯広大谷

東谷 悠吹⑤

高校男子単
河北　勝希② 松本　悠汰② 磯野　佑斗②

札幌龍谷 帯広大谷 札幌龍谷

高校女子単

高校女子複
竹内　紅葉②・小林　香凜② 藤堂　悠菜②・藤井　りる② 吉田　莉麻②・松浦日奈乃②

札幌静修 とわの森三愛 旭川実業

一般女子単
内山　真希 高橋　沙弥 武石　佳織

北翔大学 北翔大学 ＪＲ北海道

一般混合複
武石　優斗・武石　佳織 川西　卓也・山元　千聖 小林　徹太郎・目野　穂乃香

ＪＲ北海道 SMASH SPIRIT・北翔大学 SMASH SPIRIT・北翔大学

高校男子複
磯野　佑斗②・佐藤　楓起① 河北　勝希②・盛　寛太② 松本　悠汰②・濱下　虎哲②

一般男子単
古川　晃大 加藤　太基 塚本　光希

北翔大学 ＪＲ北海道 ＪＲ北海道

１　　位 ２　　位 ３　　位

一般男子複
渡部　大・光島　理貴 山澤　直貴・本田　大樹 東野　圭悟・武石　優斗

ＪＲ北海道 コンサドーレ ＪＲ北海道

１　　位 ２　　位 ３　　位

男子　複
河北　勝希②・盛　寛太② 磯野　佑斗②・佐藤　楓起① 小原　琉星②・上田　陽渡② 高津　翔太①・山岸　秀悠①

札幌龍谷 札幌龍谷 北海 札幌北斗

一般女子複
内山　真希・佐藤　　萌 高橋　沙弥・深田　百花 谷川　綾・目野　穂乃香

北翔大学 北翔大学 北翔大学

女子　単
竹内　紅葉② 齋　優涙① 藤井　りる② 山家くるみ②

札幌静修 とわの森三愛 とわの森三愛 とわの森三愛

札幌龍谷 札幌龍谷 札幌龍谷 北海

女子　複
藤堂　悠菜②・藤井　りる② 竹内　紅葉②・小林　香凜② 福田　茜②・枝村みのり② 齋　優涙①・原田　夏帆①

とわの森三愛 札幌静修 北星女子 とわの森三愛

種　目

聚富ジュニア[札幌] きらりＢＣ[札幌]

聚富ジュニア[札幌] 北栄ＪＢＣ[十勝]

髙畠 柊斗⑥・吉田 澄晴⑥ 杉山 優太⑥・石田 大智⑤ 田名田 瑛太⑥・高森 蒼羽⑤

稚内ラヴオールジュニア[名寄] ＳＭＡＳＨ  ＭＯＮＫＥＹ＇Ｚ[十勝] プログレス[釧根]

相馬 瑠生⑤・相馬 獅生⑤ 菅 優斗⑤・斎藤 綸太⑤

田中 琉斗④ 吉田 澪禾④
池田少年団[十勝]

十河 侑聖③・太田 空良④ 目黒 龍之介④・杉山 颯亮③ 山田 良威④・中田 仁崇③
東神楽ジュニア[旭川] Ｆｌａｐ十勝[十勝] 島牧ＪＢＣ[小樽]

上木 湊都⑤ 鈴木 武尊⑤ 佐藤 楓馬⑤

１　　位 ２　　位 ３　　位
川岸 春翔④

小野沢 龍紅⑤・針ヶ谷 悠介⑤
高台少年団[旭川]

ボレアース函館[函館] 北栄ＪＢＣ[十勝]

赤樫 琉希⑥ 髙橋 勇弥⑥ 大坂 春道⑥
登別スポーツ少年団[室蘭]

忠和クラブ[旭川] 北栄ＪＢＣ[十勝] 芽室少年団[十勝]

福井 美桜⑤福井 美月⑤ 豊田 奏空⑤・大竹 結羽⑤



第４１回北海道小学生バドミントン大会　（２０２２．９．10.11.19）札幌市

種　目
６年生以下

女子　単
６年生以下

女子　複

第２１回北海道小学生地区対抗バドミントン選手権大会　南北海道大会（２０２２．１０．１）苫小牧市

第２１回北海道小学生地区対抗バドミントン選手権大会　北北海道大会（２０２２．１０．２）深川市

第１回北海道社会人クラブドミントン選手権大会(団体戦)（２０２２．１０．２９～３０）深川市

種　目

第２０回北海道よさこいそーらんオープンバドミントン大会　（２０２２．１１．１０）札幌市

種　目
Ａ／経験者

９０歳以下
Ｂ／経験者
９１歳～１００歳

Ｃ／経験者
１０１歳～１１０歳

Ｄ／経験者

１１１歳以上

Ｅ／経験者

出場経験少

Ｆ／未経験者

出場経験少

Ｇ／未経験者

１００歳以下

Ｈ／未経験者

１０１歳～１１０歳

Ｉ／未経験者

１１１歳～１２０歳

Ｍ／経験・未経験

１４５歳以上

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(６)

智　也 中央ハイクリア 荒くれ羽球部
(札幌) (北空知) (室蘭)

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

男子団体 札幌A 函館A

Ｔｅａｍ Ｌａｃｋｅｒ[札幌] ＳＭＡＳＨ  ＭＯＮＫＥＹ＇Ｚ[十勝] 北栄ＪＢＣ[十勝]

関野 莉子⑥・川島 愛美⑤ 中居 胡桃⑥・黒瀬 結菜⑥ 木脇 怜歩⑥・佐藤 心咲⑥

大島　祐子・駒井　美雪
札幌20 札幌メイビー

男子団体 旭川A 釧根

女子団体 十勝A 旭川A 釧根 十勝B

小樽A 苫小牧A 室蘭A

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

札幌ＢＥＡＮＳ[札幌] 港南飛翔ジュニアクラブ[室蘭] 東光小少年団[旭川]

札幌20 札幌メイビー 札幌ガンバ北

菊地　千香・水上　京子 谷内山陽子・鈴川富美子 沼田　和江・武田　清美
札幌パール・函館BLC.06 札幌バドラボ 苫小牧クラブ

上原　美和・大蔵　利果 吉田みち代・河田　夕子
札幌オクテット

市川むつき・長谷部留美 天羽　宮子・山際美穂子

１　　位 ２　　位 ３　　位
東屋　真衣・淺井　直子 高橋　順子・高橋　真惟 金川　里美・伊藤　　愛

岩見沢ドルフィン・苫小牧クラブ 札幌20 札幌オクテット

新玉　和恵・古川由香利

札幌清田体育館 札幌豊平体育館 札幌清田体育館

橋本　純子・後藤　香織 日高　香織・青山　明乃
札幌メイビー 札幌メイビー

田村　葉子・菊池　　忍 中村あけみ・藤江　正子 永井　陽子・森　　裕実
岩見沢ドルフィン・苫小牧クラブ 札幌ガンバ北 札幌パール・札幌リフレクラブ

伊南真由美・安尻　夏菜 黄　　蓮花・韮沢久美子 菅原　征子・昆　　伸子

髙谷　智子・古森智鶴子 岸谷　敏子・大同　君枝 坂井　富子・藤井久美子
滝川シャトル 室蘭ウイング・札幌まざ～る アカシア(千葉県)

さっぽろソフィー 岩見沢ドルフィン 岩見沢シャトル

飯田　玉美・堀　　治美 川端　和子・蔭山　法子 佐藤　育子・松浦　知子
札幌TFBF・札幌スタッフ さっぽろソフィー 札幌NGU

荒川　京子・松島よう子 古杉ひとみ・齋藤　千春 畠山　深雪・出口　栄子

２　部

１　　位 ２　　位 ３　　位

１　部

斎野 美結佳⑥ 杉野 芙夏⑥ 吉田 奈未⑥

女子団体 札幌A

室蘭B 札幌B

十勝A

Forrest Wings Asahikawa
(旭川)

きたしんリップルB
(北空知)

仲良し
(札幌)

１　　位 ２　　位 ３　　位



第４１回北海道中学生新人バドミントン大会（２０２３．１．７～９）小樽市

第５５回北海道高等学校新人バドミントン大会　南北海道予選会（２０２３．１．１１～１４）室蘭市

第５５回北海道高等学校新人バドミントン大会　北北海道予選会（２０２３．１．１８～２１）帯広市

女子団体 帯広大谷 旭川実業 旭川商業 旭川南

男子　複
松本　悠汰②・濱下　虎哲② 川田　光太①・中塩　爽太① 澤沼蒼太郎②・武下　佳司② 野崎　逸斗②・菅野　愛都②

旭川実業 旭川実業 帯広柏葉 帯広大谷

男子団体 旭川実業 帯広大谷 帯広柏葉 稚内大谷

札幌龍谷 札幌龍谷 札幌龍谷 札幌北斗

豊嶋　彩衣心①

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

女子　単
竹内　紅葉② 山家くるみ② 藤井　りる② 藤堂　悠菜②

札幌静修 とわの森三愛 とわの森三愛 とわの森三愛

男子　単
河北　勝希② 盛　寛太② 佐藤　楓起① 工藤　璃希②

女子　複
井上　紗彩①・中島優衣奈① 吉田　莉麻②・松浦日奈乃② 江口　碧②・石原　綾弓① 木村　百華②・上山　怜来①

旭川商業 旭川実業 帯広大谷 帯広大谷

女子　単
江口　碧② 石原　綾弓① 奥田　梨乃② 木村　百華②

帯広大谷 帯広大谷 帯広三条 帯広大谷

男子　単
松本　悠汰② 川田　光太① 中塩　爽太① 野崎　逸斗②

帯広大谷 旭川実業 旭川実業 帯広大谷

阿部　未紀①
帯広第一中学校(十勝)

女子　複
藤堂　悠菜②・藤井　りる② 竹内　紅葉②・小林　香凜② 福田　茜②・枝村みのり② 加賀谷　凜②・齋　優涙①

とわの森三愛 札幌静修 北星女子 とわの森三愛

男子　複
河北　勝希②・盛　寛太② 磯野　佑斗②・佐藤　楓起① 高津　翔太①・山岸　秀悠① 小原　琉星②・上田　陽渡②

札幌龍谷 札幌龍谷 札幌北斗 北海

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(７)

(十勝) (札幌) (旭川)

男子団体 札幌龍谷学園 北海 札幌静修 札幌北斗

女子団体 とわの森三愛 札幌静修 北星学園女子 室蘭東翔

東明中学校 春光台中学校 帯広第一中学校
(旭川) (旭川) (十勝)

女子　複
原田　麻央②・柿崎　結② 三島　美誉②・樋口　葵① 大坂　美羽②・貝谷　悠莉②

東明中学校(旭川) 帯広第一中学校(十勝) 帯広第一中学校(十勝)

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

女子　単
奥田　紗世①

東鷹栖中学校(旭川) 明苑中学校(北空知)

男子　複
竹村　怜斗②・田中　大誇① 堀　渚颯②・河野　颯汰② 高杉　櫂②・関野　光流②

砂川中学校(北空知) 東明中学校(旭川) 元町中学校(札幌)

女子団体

男子　単
横田　寛人② 篠原　泉輝② 木村　友翔②

砂川中学校(北空知) 大麻東中学校(札幌) 池田中学校(十勝)

帯広第一中学校 北星学園女子中学校 愛宕中学校 東明中学校
(旭川)

種　目 １　　位 ２　　位 ３　　位

男子団体
砂川中学校

(北空知)



第５３回北海道教職員バドミントン選手権大会(２０２３．２．１１～１２)札幌市

種　目

※70・90混成複、男子30～75複、女子1部・2部単、女子30複は不成立

令和４年度　北海道バドミントン協会主催・共催大会成績一覧(８)

１　　位 ２　　位 ３　　位

男子１部複
中谷　亮太・渡邊　黎 小場　裕大・山口　友輔 岩川　倭・山田　滉
(小樽向陽中・武修館高) (札幌第一高・札幌静修高) (星置養護・札幌静修高)

男子２部複
浅井　哲・平井　俊輔 長谷川　純・土岐　友哉

(苫小牧工業高) (星槎道都大・札幌緑丘小)

女子１部複
野口　智代・浅倉　結衣

(美深中・旭川北星中)

男子３部複
岡田　賢一・堤　伸弘 菅　英登・舘山　隆広
(小樽高等支援・手稲養護) (千歳高等支援)

女子２部複
瀬戸　順子・髙橋　眞紀

(雨竜高等養護・千歳市)

※申し込み1組のため男子2部で試合

※申し込み1組のため男子３部で試合

男子３部単
小木曽　絹太 高山　浩一 舘山　隆広

(羽幌天売中) (札幌向陵中) (千歳高等支援)

110歳混成複
加藤　啓二・髙橋　尚夫 吉野　幸広・浮田　昭
(石狩市教育委員会・千歳市) (室蘭・岩見沢)

男子１部単
高橋　拓也 渡辺　成 岩川　倭

(幌別小) (札幌手稲東中) (星置養護)

男子２部単
平井　俊輔 浅井　哲 土岐　友哉

(苫小牧工業高) (苫小牧工業高) (札幌緑丘小)


