
推薦 高島　雅彦・大平　真名人 (第一) (3,3) 推薦 高島　雅彦 (第一) (3)

長谷川　純・谷口　貴洋 (学園札) (3,3) 十河　弘樹 (第一) (3)

１位 十河　弘樹・神田　貴仁 (第一) (3,3) １位 神田　貴仁 (第一) (3)

２位 成田　大輔・田内　秀幸 (第一) (2,2) ２位 田渕　雄喜 (第一) (1)

３位 小野寺　竜弥・藤野晋也 (学園札) (3,3) 　 ３位 田中　佑宜 (西陵) (3)

４位 富樫　潤　・小野寺　豪 (第一) (3,3) ４位 長谷川　純 (学園札) (3)

５位 原田　佳祐・鈴木　達真 (第一) (3,3) ５位 富樫　潤 (第一) (3)

６位 田中　佑宜・柳澤　研太 (西陵) (3,3) ６位 原田　佳祐 (第一) (3)

７位 田渕　雄喜・小野寺　勝也 (第一) (1,1) ７位 國田　哲平 (立命館) (3)

８位 田中　憲祐・松浦　恭介 (第一) (３,2) ８位 松浦　恭介 (第一) (2)

９位 鶴間　・吉原 (啓成  ) (3,３) ９位 藤野晋也 (学園札) (3)

１０位 松岡・山本 (旭丘) (3,3) １０位 小野寺豪　 (第一) (3)

１１位 鈴木・石川 (第一) (1,1) １１位 藤　啓太 (新川) (3)

１１位 國田・猪股 (立命館) (3,3) １２位 小野寺　竜弥・藤野晋也(学園札) (3)

１３位 石橋・丸山 (西陵) (3,3) １３位 内田 (清田) (3)

１３位 小野寺・奥村 （北海） (3,3) １３位 谷口 (学園札) (3)

１３位 武田・金野 (開成) (3,3) １３位 鶴間　 (啓成  ) (3)

１３位 加藤・山岸 (学園札) (2,1) １３位 大平 (第一) (3)

32 衣川・熊木 (西) (3,3) 32 沢田 (東陵) (3)

32 金子　・山口　 (啓成  ) (3,３) 32 小松 (北) (3)

32 佐々木　・梅津 (日大) (2,2) 32 羽磨 (狩南) (3)

32 藤田・玉井 (新川) (3,2) 32 初山 (白石) (3)

32 渡会・加藤 (第一) (3,2) 32 黒澤 (北広) (3)

32 池田　・渡辺 (野幌) (3,3) 32 杉淵 (新川) (3)

32 大町・笹川 (新川) (3,3) 32 佐々木 (日大) (2)

32 高橋　・関根 (啓成  ) (3,３) 32 中山 (北斗) (3)

32 成田　・寒河江 (啓成  ) (3,３) 32 成田 (第一) (2)

32 外舘・相原 (狩南) (3,2) 32 三浦 (学園札) (3)

32 葛西　・永井 (旭丘) (3,3) 32 滝本 (北) (3)

32 鈴木・佐藤 (札工  ) (2,2) 32 山本 (旭丘) (3)

32 明石・中元 (真栄) (3,3) 32 玉井 (新川) (2)

32 金澤・武部 (南陵) (2,3) 32 池田 (野幌) (3)

32 田邊・穂積 (清田) (2,2) 32 武田 (開成) (3)

32 藤・杉淵 (新川) (3,3) 32 上西 (南) (1)
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【男子ダブルス】 【男子シングルス】
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推薦 堤　　桂子・小寺　麻衣 (静修) (3,3) 推薦 八木　麻由加 (とわの森) (２)

木村　茜　・澤村　郁美 (静修) (3,3) 堤　　桂子 (静修) (3)

１位 八木　麻由加・内田　麻依子(とわの森) (2,2) １位 宮下　香織 (静修) (2)

２位 小久保　陽香・大久保　里美(静修) (1,1) ２位 佐藤　綾奈 (北斗) (2)

３位 佐伯　知香・高島　愛美 (北斗) (3,3) ３位 坂田　麻衣子 (静修) (2)

４位 宮下　香織・坂田　麻衣子 (静修) (2,2) ４位 小寺　麻衣 (静修) (3)

５位 佐藤　綾奈・松田　理奈 (北斗) (2,2) ５位 木村　茜 (静修) (3)

６位 阿保　貴美香・工藤　奈穂 (とわの森) (3,2) ６位 小田　彩加 (西陵) (3)

７位 蜜石　百里・飯野　裕貴子 (静修) (2,3) ７位 澤村　郁美 (静修) (3)

８位 村上　華菜・櫛引　千秋 (静修) (2,2) ８位 内田　麻依子 (とわの森) (2)

９位 西・渡辺の (北斗) (2,2) ９位 蜜石 (静修) (2)

10位 渡辺ゅ・黒田 (北斗) （3,1) １０位 箱田 (国情) (2)

11位 木下・佐藤 (龍谷) （3,2) １１位 工藤 (とわの森) (2)

12位 近岡・佐藤ゅ (北斗) (2,2) １２位 佐藤 (丘珠) (3)

１３位 若生・出倉 (東) (2,3) １３位 佐伯 (北斗) (3)

１３位 小田・海和 (西陵) （3,3) １３位 滝澤 (西陵) (2)

１３位 大谷・大宮 （厚別） (2,2) １３位 中島 (白石) (2)

１３位 佐藤・小泉 (とわの森) (1,1) １３位 松浦 (とわの森) (3)

32 佐藤・立本 (江別) (3,2) 32 木下 (龍谷) (3)

32 堤・伊藤 (千歳) (3,2) 32 鎌田 (東陵) (3)

32 山田・伊藤 (とわの森) (1,1) 32 飯野 (静修) (3)

32 小田千・鷲見　 (西陵) (1,1) 32 了津 (白石) (3)

32 松岡・古山 (新川) (3,2) 32 佐藤ゅ (北斗) (2)

32 橋詰・阿部 (恵庭北) （3,3) 32 荒川 (藻岩) (3)

32 和田・坂口 （北広島） (3,2) 32 出倉 (東) (3)

32 富沢・児玉 (狩南) (3,2) 32 飯田 (とわの森) (2)

32 高野・島津 (静修) (1,1) 32 笹島 (平岡) (3)

32 植木・松原 （恵庭南） (3,2) 32 佐藤 (江別) (3)

32 松浦・野呂 (とわの森) （3,2) 32 奥 (千歳) (3)

32 箱田・川口　 (国情) (2,2) 32 清水 (藻岩) (3)

32 鶴・藤田 (千歳) (3,2) 32 葛西 (開成) (3)

32 貫井・浅野 （山の手） （3,3) 32 川口 (国情) (2)

32 林・中川 （北広島） (3,2) 32 和仁 (啓成) (2)

32 村中・渋江 （篠路） （3,3) 32 若生 (東) (2)

【女子ダブルス】 【女子シングルス】


