
平成１8年度 札幌支部春季高校バドミントン大会　個人戦
兼　国民体育大会バドミントン競技会少年の部 予選 結果

推薦 成田　大輔・田内　秀幸 (第一) (3,3) 推薦 鈴木　陵麻 (第一) (2)

田渕　雄喜・小野寺　勝也 (第一) (2,2) 田渕　雄喜 (第一) (2)

駒井　亜星・平池　淳希 (第一) (1,1)

１位 藤野晋也・加藤健一 (学園札) (3,3) １位 成田　大輔 (第一) (3)

２位 石川岳明・鈴木陵麻 (第一) (2,2) ２位 松浦　恭介 (第一) (3)

３位 加藤大輔・松浦恭介 (第一) (3,3) 　 ３位 田内　秀幸 (第一) (3)

４位 中村隆志・中川雄介 (第一) (1,1) ４位 小場　裕大 (第一) (1)

５位 小場裕大・諏訪内翔大 (第一) (1,1) ５位 中村　隆志 (第一) (1)

６位 佐々木潤・梅津好希 (日大) (3,3) ６位 小野寺　勝也 (第一) (2)

７位 広瀬裕野・星野翔太 (学園札) (1,1) ７位 石川　岳明 (第一) (2)

８位 山田　亮 ・宮澤佑騎 (学園札) (1,1) ８位 銅　将雅 (学園札) (2)

９位 銅・山岸 (学園札) (2,2) ９位 加藤 (第一) (3)

１０位 川西・二瓶 (国情) (2,2) １０位 石橋 (西陵) (3)

１１位 田中・芦澤 (学園札) (3,3) １１位 芦澤 (学園札) (3)

１１位 加藤・澤田 (学園札) (2,2) １２位 佐々木 (日大) (3)

１３位 成田・磯部 (龍谷) (3,3) １３位 高橋 (北斗) (2)

１３位 鈴木・佐藤 (札工) (3,3) １４位 金澤 (南陵) (3)

１３位 高橋・酒田 (龍谷) (1,1) １５位 寺田 (東) (2)

１３位 石橋・丸山 (西陵) (3,3) １５位 穂積 (清田) (3)

32 境・久保田 (日大) (3,3) 32 田口 (西陵) (3)

32 川口・葛西 (藻岩) (3,１) 32 加藤 (学園札) (2)

32 土肥・京谷 (旭丘) (2,2) 32 上西 (南) (2)

32 岩井・野口 (狩南) (3,3) 32 梅津 (日大) (3)

32 細木・佐藤 (北広) (3,3) 32 中村 (清田) (2)

32 安井・山田 (月寒) (2,2) 32 久保田 (日大) (3)

32 大野・後藤 (清田) (3,3) 32 岡田 (学園札) (2)

32 宍戸・高田 (新川) (3,2) 32 鈴木 (北海) (3)

32 三浦・岩井 (琴工) (3,3) 32 吉田 (厚別) (3)

32 阿部・澤永 (啓成) (2,2) 32 草島 (白陵) (1)

32 澤田・佐藤 (狩南) (3,2) 32 堀尾 (平岡) (2)

32 朝長・覚幸 (藻岩) (2,2) 32 成田 (龍谷) (3)

32 岡野・鷹野 (藻岩) (2,1) 32 胡摩崎（樹） (真栄) (2)

32 宮崎・武田 (白石) (3,3) 32 渡辺 (北斗) (2)

32 中村・朝日 (清田) (2,2) 32 岩井 (琴工) (3)

32 坂・大浦 (光星) (2,2) 32 西藤 (東大四) (3)

（2006.4.22-23）

【男子ダブルス】 【男子シングルス】



推薦 宮下　香織・坂田　麻衣子 (静修) (3,3) 推薦 宮下　香織 (静修) (3)

八木　麻由加・内田　麻依子 (とわの森) (3,3) 八木　麻由加 (とわの森) (3)

佐藤　綾奈・松田　理奈 (北斗) (3,3) 中川　まどか (とわの森) (1)

１位 宮下香織・小久保陽香 (静修) （3,2) １位 小久保　陽香 (静修) (2)

２位 佐藤綾奈・松田理奈 (北斗) （3,3) ２位 高野　有香 (静修) (2)

３位 工藤奈穂・小泉さやか (とわの森) （3,2) ３位 工藤　奈穂 (とわの森) (3)

４位 大久保里美・小野地友希 (静修) (2,2) ４位 坂田　麻衣子 (静修) (3)

５位 近岡亜以・佐藤由唯 (北斗) （3,3) ５位 蜜石　百合 (静修) (3)

６位 阿部嘉織・澁木明奈 (北斗) (1,1) ６位 佐藤　綾奈 (北斗) (3)

７位 坂田麻衣子・川岸愛未 (静修) （3,2) ７位 小野地　友希 (静修) (2)

８位 坂下ゆき・大竹百合子 (山の手) （3,3) ８位 川岸　愛未 (静修) (2)

９位 石川・山口 (稲雲) （3,3) ９位 竹内 (とわの森) (1)

９位 渡辺・西 (北斗) （3,3) １０位 若生 (東) (3)

９位 世永・新山 (恵庭北) （3,3) １１位 大久保 (静修) (2)

９位 中川・坂口 (北広島) （3,3) １１位 下田 (真栄) (2)

９位 飯田・野呂 (とわの森) （3,3) １３位 島津 (静修) (2)

９位 作田・長江 (清田) (2,2) １３位 近岡 (北斗) (3)

９位 高野・島津 (静修) (2,2) １３位 内田　 (とわの森) (3)

９位 伊藤・藤田 (千歳) （3,3) １３位 本間 (とわの森) (1)

32 大谷・大宮 (厚別) （3,3) 32 阿部 (真栄) (3)

32 花野・川戸 (国情) (2,2) 32 佐藤 (とわの森) (2)

32 辻本・今 (月寒) (1,3) 32 花野 (国情) (2)

32 麦田・尾崎 (啓成) (1,1) 32 辻本 (月寒) (1)

32 山崎・坂本 (国情) (3,2) 32 前川 (東商) (2)

32 小野寺･有馬 (月寒) （3,3) 32 中島 (白石) (3)

32 渡辺・吉田 (第一） （3,3) 32 飯田 (とわの森) (3)

32 山内・氏家 (稲北) (2,2) 32 戸粟 (啓成) (2)

32 佐藤・中村 (手稲) （3,3) 32 吉田 (第一) (3)

32 黒田・菊崎 (北斗) (2,2) 32 宮前 (清田) (2)

32 滝澤・本間 (西陵) （3,3) 32 川口 (国情) (3)

32 倉橋・藤枝 (龍谷) (2,2) 32 橋本 (新川) (3)

32 山崎・館山 (稲雲) （3,3) 32 山本 (大麻) (3)

32 宮前・田所 (清田) (2,2) 32 平岩 (清田) (2)

32 中野・船迫 (丘珠） (3,2) 32 山内 (稲北) (2)

32 菅原・目貫 (北広島） （3,3) 32 坂下　 (山の手) (2)

【女子ダブルス】 【女子シングルス】


